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は じ め に 

 

 奈良市の福祉は、遠く平城京の昔から、福祉の発祥の地として栄えた、社会福祉の歴史があり、

その福祉の心が現在に受け継がれています。 

 本市におきましては、1972年（昭和 47年）に全国に先がけ「福祉都市宣言」を行い「福祉憲章」

を制定し、積極的な福祉施策の拡充を推進してまいりました。 

 また、市民の皆様が安全・安心に暮らせ、心豊かに子育てができ、高齢者も障害をもつ人もすべ

ての人々が心豊かに暮らせる福祉のまちづくりを目指し、「愛し愛される奈良」の実現に向け、市

民の皆様のご協力をいただきながら、福祉都市の実現を目指し各種福祉施策を実施しております。 

 本書は、これらの関係施策を紹介するために作成しましたので、ご活用いただければ幸いです。 

 

 

奈 良 市 民 憲 章 
（昭和 43年 11月３日制定） 

奈良は日本のふるさと。 美しい自然とすぐれた文化遺産を守り、古都に住むものにふさわしい  

自覚と誇りに生きましょう。 

 奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつと、正しく強い人間になりましょう。 

 奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おたがいに助けあいましょう。 

 奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切に接しましょう。 
奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のとれた新しい住みよいまちづくりをしましょ

う。 

 

 

 

「高齢者とともに歩むまち奈良」宣言 

（平成６年９月 15日制定） 

 高齢者は、長年にわたって、それぞれの力を出しあい、あらゆる困難を乗り越えて今日の日本を

つくり上げてこられた方々であります。 

 わたしたち奈良市民は、いにしえの奈良の都から受け継がれてきた福祉の心を大切にし、すべて

の人々が住んでよかった、長生きしてよかったと喜びあえるまちづくりを進めます。 

 そのためには、高齢者が敬愛され、健康で生き生きとした人生を送り、その豊かな体験と知恵を

生かして、主体的・積極的に社会参加のできるまちをつくることが、福祉のまち奈良の歩む道です。 

 美しい自然と豊かな文化財の見守るなかで、すべての人・すべての物・すべての出会いを大切に

する優しく思いやりのある心が、家庭やとなり近所、社会にあふれ、老いも若きも幼きも、ともに

手をとりあって潤いのある快適でやすらかな高齢者とともに明るく歩むまち奈良をめざすことを宣

言します
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〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 

 

 

奈 良 市 福 祉 部 

福祉政策課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－５１９６   障がい福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－４５９３ 

保護課   （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－４７５７ 、 ３４－５０８９ 

長寿福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－５４３９   国保年金課  （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－４９９１ 

福祉医療課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－４７５４   介護福祉課  （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４－５４２２ 

 

                            （令和3年4月1日現在） 

 

福祉部         福祉政策課          企画政策係 地域包括ケア推進係 

                              

 

障がい福祉課       企画管理係 自立支援給付係 在宅支援係  

生活支援係 精神福祉係 療育係 指定係 

                    総合福祉センター   

保護課      総務係 医療介護係 保護第一係 保護第二係  

保護第三係 保護第四係 保護第五係 保護第六係  

保護第七係 保護第八係 

 

長寿福祉課       総務係 長寿係 支援係  

       老人福祉センター（東福祉センター、西福祉センター、 

北福祉センター、南福祉センター）                 

                   老人憩の家（ 東里、鳥見、登美ヶ丘、横井、杏中、杏南、八条     

東之阪、田原、狭川、古市、大柳生、柳生、梅園 

       畑中、石打、桃香野、尾山） 

老人軽作業場（田原） 

慰霊塔公園、月ヶ瀬福祉センター、都祁福祉センター 

           

 

国保年金課        健診係 給付係 賦課係 徴収係 国民年金係  

福祉医療課        障がい者医療係 高齢者医療係 保険料係   

介護福祉課        給付係 保険料係 審査係 施設整備係 
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福祉部事務分掌 
 

福祉政策課 

企画政策係 

(1)  福祉施策の調査研究、企画及び調整に関すること。 

(2)  福祉のまちづくりの総括に関すること。 

(3)  社会福祉審議会に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(4)  社会福祉法人の設立認可等に関すること。 

(5)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第24条の2に基づく 

   移動等円滑化促進方針及び同法第25条に基づく基本構想に関すること。 

(6)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に係る関係諸団体との連絡調整に関すること。 

(7)  地域福祉計画の推進に関すること。 

(8)  民生・児童委員に関すること。 

(9)  社会福祉協議会に関すること。 

 (10) 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業に関すること。 

(11) 生活困窮者自立支援法の規定に基づく住居確保給付金に関すること。 

(12) 生活困窮者自立支援法に基づくネットワークの構築に関すること。 

(13) その他生活困窮者自立支援法に基づく支援事業に関すること。 

(14) 子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）に係る施策に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(15) 更生支援に関すること。 

(16) 部及び課の庶務に関すること。 

 

地域包括ケア推進係 

(1)  地域包括ケアの推進に関すること。 

(2)  介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(3)  地域包括支援センターの運営等に関すること。 

(4)  認知症対策に関すること。 

 (5) 生活支援体制整備事業に関すること。 

 (6) 在宅医療・介護の連携支援に関すること。 

(7) 地域ケア会議に関すること。 

(8)  災害救助に関すること。 

(9)  権利擁護に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

 

障がい福祉課 

企画管理係 

(1)  身体障害者及び知的障害者相談員に関すること。 

(2) 障害者福祉事業の企画及び調整に関すること。 

(3) 総合福祉センターに関すること。 

(4) 関係法人、諸団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 

 (5) 身体障害者福祉資金貸付回収に関すること。 

(6) 課の庶務に関すること。 
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自立支援給付係 

(1) 障害福祉サービス（障害児に係るものを除く。）に関すること。 

(2) 介護給付費等の支給に関する審査会に関すること。 

(3) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）による施設入所等の措置に関すること。 

(4) 介護給付費等の支給に関すること。 

(5) 地域生活支援事業（移動支援事業及び日中一時支援事業に限る。）に関すること。 

 

在宅支援係 

(1) 社会福祉審議会障害者福祉専門分科会に関すること。 

(2) 指定自立支援医療機関の指定手続に関すること。 

(3) 身体障害者手帳に係る診断書を作成する医師の指定に関すること。 

(4) 自立支援医療費（更生医療）の支給に関すること。 

(5) 地域生活支援事業（日常生活用具給付事業、意思疎通支援事業に限る。）に関すること。 

(6) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給に関すること。 

(7) 身体障害者手帳に関すること。 

(8) 在宅福祉サービスに関すること。 

(9) 補装具費の支給に関すること。 

(10) 身体障害者補助犬に関すること。 

 

生活支援係 

(1) 地域生活支援事業（移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用具給付事業及び意思疎通支援事業を除く。）に関

すること。 

(2) 地域自立支援協議会に関すること。 

(3) 障害者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。 

(4) 相談支援に関すること（障害児に係るものを除く。）。 

 

精神福祉係 

(1) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。 

(2) 自立支援医療費（精神通院に係るものに限る。）の支給に関すること。 

(3) 精神障害者の医療費助成に関すること。 

 

療 育 係 

(1) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。 

 (2) 障害児（者）地域療育等支援事業に関すること。 

(3) 療育手帳に関すること。 

(4) 障害福祉サービス（障害児に係るものに限る。）に関すること。 

(5)  相談支援に関すること（障害児に係るものに限る。）。 

 

指 定 係 

（1） 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等の指定に関すること。 

（2） 指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事業者並びに障害児相談支援事業者の指定に関すること。 

(3) 障害児通所支援事業者等の指定に関すること。 

（4） 地域生活支援事業の事業者の指定に関すること。 

（5） 障害福祉施設の整備に関すること。 

（6） 事業者の業務管理体制に関すること。 
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保護課 

総 務 係 

(1)  保護施設の設置に関すること。 

(2)  保護施設に対する補助及び監督に関すること。 

(3) 無料低額宿泊所に関すること。 

(4)  保護及び中国残留邦人等に対する支援給付の事務の委託に関すること。 

(5)  行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

(6)  生活保護費及び支援給付金の支給に関すること。 

(7)  生活保護統計及び中国残留邦人等の統計に関すること。 

(8)  生活保護に係る民生委員との連絡に関すること。 

(9)  行旅人の取扱いに関すること。 

(10) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２９条に規定する調査等に関すること。 

(11) 生活保護法の規定に基づく被保護者就労支援事業に関すること。 

(12) その他生活保護法に基づく就労支援事業に関すること。 

(13) 課の庶務に関すること。 

 

医療介護係 

(1)  指定医療機関等の指定に関すること。 

(2)  指定医療機関等の診療内容の審査及び診療報酬額の決定に関すること。 

(3)  指定介護機関の指定に関すること。 

(4)  指定介護機関の介護内容の審査及び介護報酬額の決定に関すること。 

(5)  医療券の発行に関すること。 

(6)  介護券の発行に関すること。 

(7) 健康管理支援事業に関すること。 

(8) その他医療扶助、介護扶助、医療支援給付及び介護支援給付に関すること 

 

保護第一係 

保護第二係 

保護第三係 

保護第四係 

保護第五係 

保護第六係 

保護第七係 

保護第八係 

 

(1)  生活保護法の施行及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条の規定による支援給付に関すること。 

(2)  被保護者及び中国残留邦人等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 

による医療保護入院の同意に関すること。 

(3) 無料低額宿泊所に関すること（総務係の主管に属するものを除く。）。 

(4)  行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること（総務係の主管に属するものを除く。）。 

(5)  行旅人の取扱いに関すること（総務係の主管に属するものを除く。）。 

(6) 健康管理支援事業に関すること。（医療介護係の主管に属するものを除く。）。 
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２ 前項に規定する保護第一係、保護第二係、保護第三係、保護第四係、保護第五係、保護第六係、保護第七係及び保護

第八係の担当区域については、保護課長が定める。 

 

長寿福祉課 

総 務 係 

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号）による援護に関すること。 

(2) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）による更生医療の給付及び補装具の支給に関すること。 

(3) 軍人恩給に関すること。 

(4) 引揚者給付金等支給法（昭和32年法律第109号）に関すること。 

(5) 未帰還者留守家族等援護法（昭和28年法律第161号）に関すること。 

(6) 関係諸団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 

(7) 中国残留邦人等の生活支援に関すること（保護第一課及び保護第二課の所管に属するものを除く。）。 

(8) 慰霊塔公園に関すること。 

(9) 月ヶ瀬福祉センター及び都祁福祉センターに関すること。 

(10) 課の庶務に関すること。 

 

長 寿 係 

(1)  社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に関すること。 

(2)  老人福祉計画に関すること。 

(3)  高齢者に対する優遇措置に関すること。 

(4)  高齢者の生きがい及びふれあい事業に関すること。 

(5)  万年青年クラブに関すること。 

(6)  老人福祉センター、老人憩の家及び老人軽作業場に関すること。 

 

支 援 係 

(1)  在宅福祉サービスに関すること。 

(2)  老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による老人の心身の健康保持及び生活安定のための必要な措置に関 

すること。 

(3)  地域支援事業（在宅要介護者紙おむつ等支給事業、シルバーハウジング生活援助員派遣事業、配食サービス事 

業及び緊急時在宅高齢者支援事業）に関すること。 

 

国保年金課 

健 診 係 

(1)  国民健康保険事業の企画、調査及び運営に関すること。 

(2)  国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に関すること。 

(3)  国民健康保険運営協議会に関すること。 

(4)  国民健康保険に係る特定健診及び特定保健指導に関すること。 

(5)  国民健康保険に係る保健事業に関すること。 

(6)  課の庶務に関すること。 

 

給 付 係 

(1)  国民健康保険に係る診療報酬の請求及び審査に関すること。 

(2)  国民健康保険に係る保険給付に関すること。 
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(3)  国民健康保険に係る一部負担金の賦課徴収に関すること。 

(4)  国民健康保険に係る保健事業に関すること。 

(5)  国民健康保険被保険者の資格事務に関すること。 

 

賦 課 係 

(1)  国民健康保険料の賦課に関すること。 

(2)  国民健康保険料の減免に関すること。 

(3)  国民健康保険被保険者証の交付及び返還に関すること。 

(4)  国民健康保険被保険者の資格事務に関すること。 

 

徴 収 係 

(1)  国民健康保険料の収納整理に関すること。 

(2)  国民健康保険料の徴収に関すること。 

(3)  国民健康保険料の分納及び徴収猶予に関すること。 

(4)  国民健康保険料の督促及び滞納処分に関すること。 

(5)  国民健康保険料収納嘱託員に関すること。 

(6)  所管に係る債権の適正管理に関すること。 

 

国民年金係 

(1)  国民年金裁定請求書等の受理に関すること。 

(2)  老齢福祉年金に関すること。 

(3)  国民年金被保険者資格取得届等の受理に関すること。 

(4)  国民年金被保険者の資格に関すること。 

(5)  国民年金保険料の免除に関すること。 

 

福祉医療課 

障がい者医療係 

(1)  心身障害者医療費の助成に関すること。 

(2)  重度心身障害者老人等医療費の助成に関すること。 

(3)  課の庶務に関すること。 

 

高齢者医療係 

(1)  後期高齢者医療制度の資格事務及び保険給付に関すること。 

(2)  後期高齢者医療健康診査に関すること。 

(3)  奈良県後期高齢者医療広域連合事務局との連絡調整等に関すること。 

(4)  後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算に関すること。 

 

保険料係 

(1)  後期高齢者医療保険料の収納整理に関すること。 

(2)  後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 

(3)  後期高齢者医療保険料の分納に関すること。 

(4)  後期高齢者医療保険料の督促及び滞納処分に関すること。 

(5)  所管に係る債権の適正管理に関すること。 

 

 



- 7 - 

 

 

介護福祉課 

給 付 係 

(1)  介護請求及び審査に関すること。 

(2)  介護給付に関すること。 

(3)  介護保険被保険者証の交付（介護認定に伴う交付を除く。）に関すること。 

(4)  利用者負担の減額に関すること。 

(5)  介護サービス計画の作成に係る相談に関すること。 

(6)  地域支援事業（介護給付等費用適正化事業に限る。）に関すること。 

(7)  介護保険事業計画に関すること。 

(8)  介護保険事業の調査及び企画に関すること。 

(9)  奈良市高齢者保健福祉推進協議会に関すること。  

(10) 介護保険特別会計予算の総括に関すること。 

(11) 介護保険制度の広報に関すること。  

(12) 課の庶務に関すること。 

 

保険料係 

(1)  第１号保険料の賦課徴収に関すること。 

(2)  第１号保険料の収納整理に関すること。 

(3)  第１号保険料の分納及び徴収猶予に関すること。 

(4)  第１号保険料の督促及び滞納処分に関すること。 

(5)  所管に係る債権の適正管理に関すること。 

 

審 査 係 

(1)  介護認定に関すること。 

(2)  介護認定審査会に関すること。 

(3)  介護保険被保険者証の交付（介護認定に伴う交付に限る。）に関すること。 

 

施設整備係 

(1)  養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの認可、届出、及び更新に関すること。 

(2)  介護老人保健施設の開設に関すること。 

(3)  有料老人ホームの届出に関すること。 

(4)  指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護医療院、指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援

事業者の指定に関すること。 

(5)  指定介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定に関すること。 

(6)  指定地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。 

(7)  介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等に関すること。 

(8)  老人居宅生活支援事業の届出等に関すること。 

(9)  軽費老人ホーム事務運営補助に関すること。 

(10) 奈良市地域密着サービス運営委員会に関すること。 
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○福祉政策課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５１９６ 
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１．奈良市地域福祉計画 

平成12年の「社会福祉法」改正や地方分権型社会への転換により、今日の社会福祉は地域住民とともに進める施策として

取り組むことが求められています。 

地域においては隣近所の助け合いが見られなくなったり、子どもたちを見守る関係が乏しくなったり、あるいは孤独な高

齢者が増えていることなどから、子育てや介護にとどまらず生活全般にわたっての身近な住民同士の支え合いや、行政の支

援がますます重要になってきています。 

このような地域社会の変化や家庭機能の低下に伴う住民のくらしの課題の変化や、社会福祉政策の転換に対応するため、

平成18年には“支えあい、ともに生きる安心と健康のまちづくり”を基本理念とする「奈良市地域福祉計画」を定め、続い

て平成24年度には、新たな社会問題などを含めたさまざまな問題解消に向け、より効果的・効率的な地域福祉の推進をはか

るため、第2次奈良市地域福祉計画を策定いたしました。 

そして平成29年度には、前計画における施策の実績評価や、社会背景を踏まえた考察のなかで浮かび上がってきた“ひと

りぼっち 0（ゼロ）”をキーワードに、より住民の声が反映された計画になるようにと、奈良市社会福祉協議会が作成する

第2次地域福祉活動計画と「理念」や「方向性」をひとつにし、その中で見えてきた課題やニーズをもとに目標や活動の方

向を同じくして第3次奈良市地域福祉計画を策定しました。 

この計画に基づき、行政だけでなく、地域住民、ボランティア団体やＮＰＯなどの市民活動団体、そして社会福祉法人な

どの民間事業者が連携・協働し“ひとりぼっち0（ゼロ）”に向けた地域福祉を推進していきます。 

 

２．社会福祉法人の許認可 

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立される法人で、設立する

ためには所轄庁である奈良市長の認可が必要となります。 

設立認可には、主なものとして、 

①設立認可申請書 

②定款 

③設立当初の財産が法人に帰属することを証明する書類 

④法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類 

⑤経理規程案 

⑥設立年度並びに事業開始年度事業計画書及び収支予算書 

⑦施設建設関係書類 

などが必要です。 

 

３．民生委員・児童委員 

(１) 民生委員・児童委員の沿革 

奈良市民生委員・児童委員の制度は昭和11年に「方面委員令」の公布によって全国的制度として発足しましたが、奈良

県下においては昭和２年９月「奈良県方面委員設置規程」が制定され、県下187名の方面委員が委嘱され、ここに奈良県

の方面委員制度が国より一歩先んじて創設発足されました。昭和21年の旧生活保護法の制定に合わせ、「方面委員令」に

かわって「民生委員令」が制定されました。又、昭和23年に児童福祉法の全面実施に伴い、民生委員が児童委員を兼務す

るようになるとともに、同年「民生委員令」に検討を加えた結果、「民生委員法」が制定されました。 

 

(２) 民生委員・児童委員の現況 

奈良市の民生委員・児童委員の定数は平成６年に設置された児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員92

名を含め778名となっています。全市にわたりおおむね自治連合会の区域を単位とした46地区に民生児童委員協議会が組

織され、活動の母体となっております。協議会は、相談・指導・調査・貸付事業活動のほか、民生委員・児童委員相互の

激励・研究・修養の場となるなどの機能も果たしています。 
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各地区民生委員・児童委員の配置状況 

協議会名 
定   数 

協議会名 
定   数 

協議会名 
定   数 

（主任児童委員） （主任児童委員） （主任児童委員） 

椿井 16 (2) 帯解 11 (2) 青和 17 (2) 

飛鳥 32 (2) 精華 7 (2) 平城西 10 (2) 

鼓阪 29 (2) 平城 29 (2) 東登美ヶ丘 15 (2) 

佐保台 7 (2) 伏見 27 (2) 田原 9 (2) 

済美 25 (2) 伏見南 14 (2) 柳生 10 (2) 

済美南 12 (2) 西大寺北 17 (2) 大柳生 10 (2) 

佐保 29 (2) あやめ池 15 (2) 東里 7 (2) 

大宮 26 (2) 鶴舞 18 (2) 狭川 6 (2) 

佐保川 17 (2) 学園南 7 (2) 神功 11 (2) 

都跡 26 (2) 学園三碓 19 (2) 右京 14 (2) 

六条 29 (2) 登美ヶ丘 25 (2) 朱雀 12 (2) 

大安寺 15 (2) 富雄 20 (2) 左京 11 (2) 

大安寺西 17 (2) 富雄南 24 (2) 月ヶ瀬 8 (2) 

東市 25 (2) 奈良帝塚山 16 (2) 都祁 16 (2) 

明治 17 (2) 鳥見 15 (2) 
計 778 (92) 

辰市 23 (2) 二名 13 (2) 

 

 

４．奈良市権利擁護センター 

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方の権利を守ることにより、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができる地域社会を実現するため、権利擁護に関する専門的な支援機関を設置しています。 

 ご本人やご家族、地域で活動いただく方々（民生委員・児童委員、地区社協等の皆さま）からの相談に対して、社会福祉

士が専門的な立場で問題を整理し、解決に向けて支援（助言、関係機関との調整など）を行っています。 

 

 相談内容：権利擁護、成年後見制度に関する相談 

 相談方法：面談、電話、ＦＡＸ等 

 場  所：奈良市役所 中央棟２階（奈良市権利擁護センター） 

 相談時間：午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝、年末年始を除く） 

 電話番号：34-4900 

 Ｆ Ａ Ｘ：34-4514 

 ※相談者の秘密は守ります。 

 

５．更生支援 

 犯罪をした者が社会で孤立することなく再び社会の構成員となることで、市民が犯罪により被害を受けることを防止し、

安全で安心して暮らせる誰ひとり取り残さない社会の実現に寄与することを目的とし、令和3年4月に更生支援に関する条

例を制定しました。 

 また、奈良地区保護司会、奈良地区更生保護女性会の皆さまと協力して、「社会を明るくする運動」（すべての国民が、

犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行

のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動）の啓発に取り組み、更生保護への支援を行っています。 
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６．奈良市くらしとしごとサポートセンター 

 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者を早期に把握し、本人の状

況に応じて必要な支援を行う機関として「奈良市くらしとしごとサポートセンター」を設置しています。 

ご本人やご家族等からの相談に対して専門の支援員が状況や課題を把握し、個別に支援計画を作成することで、生活困窮

状態からの脱却を図り、安定的な自立生活を営めるよう支援を行っています。 

 

 相談内容：経済的な困窮や就労に関する相談 

 相談方法：面談、電話等 

 場  所：奈良市役所 中央棟２階（奈良市くらしとしごとサポートセンター） 

 相談時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝、年末年始を除く） 

 電話番号：０１２０－３７２－３１０ 

 ※相談者の秘密は守ります。 

 

 

７．奈良市若者サポートセンター「Restartなら（リスなら）」 

 義務教育の後、進学や就労をしていない若者へ、早期に的確な支援を行うため、専門的な支援機関を設置しています。ご

本人やご家族の相談に対し、多様な連携や居場所の整備、就労機会の確保等を行うことで自立に向けた支援を行います。 

 

 相談内容：生活課題を抱えている若者や、ひきこもりに関する相談 

 相談方法：面談、電話等 

 場  所：奈良市役所 中央棟２階（奈良市若者サポートセンター「Restartなら」） 

 相談時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝、年末年始を除く） 

 電話番号：０７４２－３４－４７７７ 

 ※相談者の秘密は守ります。 
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遺 族 援 護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長寿福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４３９ 
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戦没者遺族の福祉の増進、あるいは援護事業を実施しています。 

 

１. 戦傷病者・戦没者遺族等の援護 

弔慰金等の申請手続きの進達事務を行い、県および国の行う援護事務の円滑な推進を図っています。 

 

２. 戦没者の慰霊 

西ノ京、唐招提寺東側の景勝の地に市の慰霊塔公園があります。ここには殉国英霊供養塔が建立され、明治西南の役以来、

近くは第二次世界大戦に従軍し、亡くなられた戦没者の冥福を祈っています。 

 奈良市慰霊塔公園の概要 

  所在地  ：奈良市五条町275番地 

  公園面積 ：2,939.35㎡ 

  施工年月日：昭和44年11月７日 

 

３. 戦没者追悼式 

毎年秋に市主催による戦没者追悼式を慰霊塔公園内の殉国英霊供養塔前で遺族参列のもとに挙行し、戦没者の冥福を祈る

とともに永遠の平和を祈念しています。 

 

４. 春季慰霊法要 

毎年春に市遺族会主催による春季慰霊法要が慰霊塔公園内の殉国英霊供養塔前で行われ、戦没者の霊を慰めるとともに、

人類の平和と再び悲惨な戦争が起こらないことを祈願されています。 
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障 害 者 福 祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障がい福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-４５９３ 

               （FAX）    ３４-５０８０ 
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奈良市では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進

するよう各種事業に取り組んでいます。 

その中でも、身体・知的・精神の障害種別に関わらず障害者やその家族が地域でいきいきと暮らせるように相談支援体制

の充実を図っています。 

 

１．障害者（児）数 

（１）身体障害者手帳交付状況 

           令和3年4月1日現在 単位（人） 

       総合等級 

主たる障害 
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 計 

視覚障害 
256 

（4） 

270 

（1） 

54 

（2） 

75 

（1） 

162 

（3） 

54 

（0） 

871 

（11） 

聴覚又は平衡機能障害 
81 

（1） 

242 

（19） 

147 

（2） 

277 

（3） 

6 

（0） 

456 

（11） 

1,209 

（36） 

音声・言語そしゃく機能

障害 

2 

（0） 

6 

（0） 

82 

（0） 

52 

（1） 
― ― 

142 

（1） 

肢体不自由 
1,330 

（89） 

1,278 

（22） 

1,377 

（8） 

2,154 

（9） 

717 

（6） 

341 

（2） 

7,197 

（136） 

内部障害 
2,586 

（18） 

77 

（1） 

688 

（17） 

1,144 

（8） 
― ― 

4,495 

（44） 

計 
4,255 

（112） 

1,873 

（43） 

2,348 

（29） 

3,702 

（22） 

885 

（9） 

851 

（13） 

13,914 

（228） 

割合（％） 30.6 13.5 16.9 26.6 6.3 6.1 100 

（  ）内は18歳未満再掲 

 

（２）療育手帳交付状況 

令和3年4月1日現在 単位（人） 

重 度 Ａ 中 軽 度 Ｂ 計 

1,281 1,731 3,012 

（ 231 ） （ 639 ） （ 870 ） 

（  ）内は18歳未満再掲 

 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳交付状況 

令和2年6月末現在 単位（人） 

１級 ２級 ３級 計 

563 2,435 1,003 4,001 
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２．奈良市総合福祉センター  

 奈良市の社会福祉事業の総合的な推進や社会福祉活動の拠点として、地域社会との関わりの中で障害者のより一層の自立

と社会参加を促進することを目指し、各種事業を実施しています。 

〔所在地及び敷地面積〕奈良市左京五丁目３-１  20,000㎡ 

 

（１）障がい者福祉センター みどりの家  TEL 71-0770 

①建物構造等  鉄筋コンクリート造  5,500.6㎡ 地上３階（一部地下１階） 

②施設内容    事務室、相談室、食堂、ラウンジ、みどりの家はり・きゅう治療所、障害児親子通園室「みどり園」、

機能・日常動作訓練室、作業訓練室、料理教室、音楽視聴覚室、言語訓練室、点字室、録音室、みど

りの家歯科診療所、大・中・小各会議室、集会室、和室、談話室、浴室等、生活介護施設(やすらぎ広

場） 

③開設年月日  昭和59年９月１日 

④開館日時    火曜日～日曜日（祝日の翌日・年末年始を除く）午前９時～午後９時 

          （水曜日は午前９時～午後５時） 

⑤主たる事業 

イ．障害者理解促進事業 

（オータム・アミーゴ・フィエスタ、宣言タイムマラソン等の行事を開催し、障害者と健常者がふれあえる場を

提供するとともに、ボランティア講座等を開講することで、障害者理解のための人材育成や啓発に努めていま

す。） 

ロ．在宅障害者のためのセンター事業 

（社会参加促進事業、機能・日常生活訓練及び社会適応訓練等） 

ハ．障害者団体の育成やボランティア活動をする人の養成 

ニ．障害児親子通園室「みどり園」 

（就学前の障害児及び発達に遅れがみられる子どもや家族への支援を行っています。） 

ホ．障害児の歯科診療 

（みどりの家歯科診療所において、歯科検診及び歯科予防の指導を実施し、治療を要する方に対しては、木曜

日（第１木曜日を除く）の午前中に治療を行っています。） 

ヘ．はり・きゅうによる治療 

（みどりの家はり・きゅう治療所において、重度の心身障害者（児）及び難病者に対し、西洋医学と東洋医学

を結合させた治療により障害の軽減を図っています。） 

ト．相談事業 

 （障害者等の福祉に関する種々の問題について相談に応じ、必要な情報を提供すると共に、関係機関との連絡

調整など必要な援助を行っています。） 

     チ．社会福祉活動を促進するために必要な便宜の提供を行っています。 

 

（２）体育館  TEL 71-0775 

   障害者及び健常者が、スポーツ・レクリエーションを楽しみながら機能の回復や健康の維持、増進を図っています。 

  ①建物構造等  鉄筋コンクリート造  １階 1,551㎡ 

  ②施設内容   体育室、多目的室、ミーティングルーム、情報展示室、相談室、更衣室等 

  ③開設年月日  昭和61年10月1日 

  ④開館時間   午前９時～午後９時（水曜日は午前９時～午後５時） 

  ⑤利用料    障害者、社会福祉事業及び社会福祉活動の関係者の利用は無料。その他の方は有料 

 

 

 

 

 TEL 71-0770  FAX 71-0773 
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３．奈良市内の指定障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所等（休止中等を除く） 

（１）指定障害者支援施設                          令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

障害者支援施設いずみ園 奈良市奈良阪町249 

フリーシュタッドなかがわⅠ番館 奈良市奈良阪町167 

フリーシュタッドなかがわⅡ番館 奈良市奈良阪町167 

萌あおはに 奈良市杣ノ川町50-1 

あおはにの家 奈良市杣ノ川町50-1 

成美寮 奈良市柳生下町446-3 

障害者支援施設菅原園 奈良市大倭町4-6 

障害者支援施設ボイス 奈良市鹿野園町1584-2 

陽気園 奈良市北之庄町116番4 

障害者支援施設ボイス西ノ京 奈良市七条西町二丁目928番地 

 

（２）指定障害福祉サービス事業所（訪問系）              令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

訪問介護ステーションほのぼの 奈良市東九条町125-1 

ばくのゆめ 奈良市法華寺町82-2 

岡谷会ホームヘルプステーション 奈良市西木辻町200 

サポート介護センター 奈良市芝辻町1-1-21 

ぽれぽれ秋篠 奈良市秋篠三和町1-1-21 

ぽれぽれ登美ヶ丘 奈良市登美ケ丘2-2-15 

まごころ福祉 中山町事業所 奈良市中山町西4-535-526 

株式会社ライフエール奈良店 奈良市西大寺南町17番13号 

宅老サロン椀の家奈良営業所 奈良市中町221-1 

吉田病院ホームヘルプステーション 奈良市西大寺赤田町1-7-1 

サンタ・マリア ホームヘルプサービス 奈良市朱雀4-3-10 

支援センターふゅーちゃー 奈良市古市町529-4 

ヘルパーセンターこまどり 奈良市西ノ京町155-1 

ホームヘルプステーションこすもす 奈良市奈良阪町2532-3 

たんぽぽ生活支援センター 奈良市六条西3-25-4 

社会福祉法人青葉仁会 奈良市杣ノ川町50-1 

社会福祉法人中川会 奈良市奈良阪町167 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会奈良事業所 奈良市杏町79番地の4 

ならやま園ホームヘルプステーション 奈良市山陵町1085 

平城園ホームヘルプステーション 奈良市秋篠町1567 

みつわ会ケアセンター 奈良市神殿町630番地の6 

自立生活センター奈良サポート24 奈良市法蓮町1027-1 若草ハイツ1階 

特定非営利活動法人自立生活支援センターフリ

ーダム21 

奈良市般若寺町285-2 

ほっとハート 奈良市七条町100番地の4 

アイ訪問介護ステーション 奈良市朱雀五丁目16-15 
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有限会社あんしん 奈良市中山町1251番地の1 

訪問介護ステーションオネスティ 奈良市西木辻町146-5 ハートフル21 102 

ハーモニーケアサービス 奈良市古市町2039番地 

訪問介護ステーションつばさ 奈良市奈良阪町2750-2 

有限会社テンダー・ハート 奈良市大宮町2-5-9-102 

はっぴぃ 奈良市杉ケ町68-1 第3西田ロイヤルハイツ504 

訪問介護ステーションならまち 奈良市六条1丁目1番12号 

ライフサポート奈良 奈良市南京終町3-397-2 

ホームヘルプステーション グットライフ 奈良市朱雀五丁目3番地の10 

有限会社安心ライフ 奈良市秋篠早月町9 秋篠サンパレス3-102、103 

在宅介護サービスラブ 奈良市法華寺町1376フルール一条202号 

ヘルパーステーションチーム 奈良市三碓六丁目10番26号エクセター帝塚山203号 

訪問介護友舞 奈良市左京四丁目3番地の5 

とみお診療所ホームヘルプステーション 奈良市富雄元町二丁目7-25 SSKビル202号 

優花訪問介護ステーション 奈良市敷島町2丁目543番25号 

ニチイケアセンターほうれん 奈良市法蓮町1088-1 ら・ほうれん1階 

ニチイケアセンター大和西大寺 奈良市菅原東一丁目23番22号 

ニチイケアセンター奈良 奈良市三条栄町10-5 

サンケア 奈良市学園大和町1丁目1433-3 

訪問介護ステーションらくじ苑 奈良市南京終町19-1 

さくら 奈良市大安寺3-9-12 マンション楠101 

ケア・サポートゆい 奈良市南京終町二丁目1201-14 

有限会社ふぁみりーえいど 奈良市五条西一丁目29-17 

カームネススマイル 奈良市押熊町395番1 

ケアステーション奈良 奈良市左京3-11-8 

居宅介護 青いうみ 奈良市横井2-155-2 

スマイルメイク 奈良市柏木町519-19 

株式会社まほろばケアセンター 奈良市大宮町6-1-11 新大宮第2ビル3階 

ハッピースマイル訪問介護センター 奈良市五条畑1-27-12-11 

福祉相談サービスセンター・アメニティーライ

フ・アシスト 

奈良市西木辻町91-4 ヤングビル3階 

ニチイケアセンター東九条 奈良市東九条町754-4 

ヘルパーステーションなごみ 奈良市佐紀町2412番地の1 アイリスハイツ2号館1階 

介護センターすみれ 奈良市東九条町538 

ケアステーション和 奈良市法蓮町471番地の1 

LOVE 奈良市北之庄町45-1 

エンジェルハート 奈良市七条一丁目36-45-103 

サポートシステムあゆみ 奈良市秋篠町1388-2 

訪問介護事業所SHARA 奈良市東九条町1115-16 

かぐや姫 奈良市鳥見町2-19-2 

暮らしの応援ステーションそーら 奈良市三条大路2-520-3 

訪問介護ステーション りーべ 奈良市北之庄町736番地の1 奈良事務機ビル本館1F 

けいはんなヘルパーステーション 奈良市二名三丁目952－1 
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スマイルライフきららの木 奈良市三碓町2250-11 

陽気 奈良市芝辻町三丁目5番6号 

介護相談センター福丸 奈良市朱雀六丁目1-14 コンフォート朱雀Ⅱ3-A 

ケアステーションこどの 奈良市東九条町185シャンポール山添105 

訪問介護Step 奈良市南京終町七丁目571番3 

はあ～と奈良ヘルパーステーション 奈良市大森町299番地6 

ハッピースタッフ奈良新大宮 奈良市大宮町六丁目6番地の1 アルファコート204号室 

新高和介護サービス 奈良市高天市町49番地 

てまり 奈良市西木辻町121番地2朝日プラザ奈良プレシオ201号 

ピーチ訪問介護ステーション 奈良市西大寺赤田町一丁目4番26号 2F 

訪問介護いろは 奈良市南京終町四丁目337番地1 

訪問介護あゆみ 奈良市宝来一丁目6番8号 

ヘルパーステーションリカバリー 奈良市青山五丁目2番37号 

優倭ホームケアサービス 奈良市平松二丁目22番32号 プロシード101号室 

ぐっど・たいむ 奈良市杉ケ町27番地1西本ビル2階 

てんきになあれ。 奈良市紀寺町684番地メゾン紀寺4号 

サポートセンター花花 奈良市中山町43番地 

訪問介護おっはー 奈良市南京終町7丁目564番地4 

かぶとむし 奈良市中山町43-2 

ケアサポートなずな 奈良市大安寺三丁目3番15号-105 

一般財団法人沢井病院ヘルパーステーション 奈良市法蓮町602-1 

訪問介護サービスひより 奈良市北永井町376番地 

やぐら訪問介護 奈良市朱雀三丁目4番地15サニーハウス1号 

障がいサービス愛ハピネス 奈良市中山町1144-1、102号室 

アークケアサポート富雄 奈良市帝塚山五丁目7番14号 

ライフアートコミュニティ 佐保の里 奈良市宝来三丁目16番4号2階 

ヘルパー・め組 奈良市般若寺町164-7レインボーマンション般若寺103号 

居宅介護サービスてくてく 奈良市法華寺町153番地の4小春ビル 

訪問介護ステーションゆたか 奈良市油阪町1-8 フレアコート奈良203 

寧楽1010 奈良市中山町1511-1-106 

訪問介護センターみどり 奈良市大宮町六丁目3-29-602 

居宅支援ステーションネモフィラの花 奈良市東九条町249番地の3 サニーハイツ朝日ヶ丘A205 

ニチイケアセンターおしくま 奈良市神功四丁目1-8 

ニチイケアセンター学園前 奈良市学園北一丁目16-4学園前パークヴィラ302号室 

ニチイケアセンター新大宮 奈良市大宮町六丁目7-7MC新大宮ビル105号室 

ヘルパーステーションほほえみ 奈良市杉ケ町35-2 中田ビル201号 

訪問介護福助 奈良市南京終町一丁目89番地4 

ハッピースタッフ奈良学園前 奈良市学園朝日町8番8号 

ケアサポート ゆとり 奈良市五条畑一丁目5-39 

障害福祉サービス虹 奈良市法華寺町74番地の5 

すまいる 奈良市中山町西4丁目561-2 

ツクイ奈良 奈良市川之上突抜北方町10-1 

ホームケア土屋 奈良 奈良市三条添川町1-5 サンフェアリー703号 
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訪問ステーションみつばち 奈良市あやめ池南五丁目12番44-201号 

ああす 奈良市高畑町626番3号 

訪問介護ステーション縁 奈良市押熊町2211 エスポワール東登美ヶ丘A棟101号 

居宅介護しかのもり 奈良市学園朝日元町一丁目507-6 

ヘルパーステーションあすか 奈良市西九条町2丁目4-10 ウェルズ21西九条102 

訪問介護春 奈良市南紀寺町三丁目307-4 

訪問介護ステーション碧 奈良市古市町1647番地の11 

 

（３）指定障害福祉サービス事業所（日中活動系）           令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

三蔵庵 奈良市西ノ京町155-1 

生活介護やすらぎ広場 奈良市左京5-3-1 

もえぎ 奈良市奈良阪町2605-21 

生活介護事業わかくさ園 奈良市奈良阪町2532-3 

日笠ワークス 奈良市日笠町396-2 

たんぽぽの家 奈良市六条西3-25-4 

作遊所かかしの家 奈良市六条西三丁目3-21 

まーぶる 奈良市山陵町1118－2 

障害者支援施設いずみ園 奈良市奈良阪町249 

フリーシュタッドなかがわⅠ番館 奈良市奈良阪町167 

フリーシュタッドなかがわⅡ番館 奈良市奈良阪町167 

プレゼントなかがわ 奈良市奈良阪町167 

コミュニティワークこッから 奈良市古市町529-4 

オープンスペースAYUMI 奈良市秋篠町1381-1 

いほり 奈良市古市町1327-4 

デリカテッセン イーハトーヴ 奈良市帝塚山南4-11-14 

生活介護ほっとはーと 奈良市神殿町630番地の6 

働く広場・高円 奈良市古市町1886-26 

テクノパークぷろぼの新大宮 奈良市大宮3丁目5-41 ぷろぼの福祉ビル4階 

花咲き苑 奈良市北永井町543-1 

生活介護事業ウィズ・ユー 奈良市奈良阪町2292番地の2 

たむたむ荘 奈良市学園朝日町2-6 ハイマート学園前203 

テクノパークぷろぼの高の原 奈良市右京1-2 

寧楽ゆいの会ぽすと 奈良市杉ケ町20-2更谷アパート1階西号室 

ここに 奈良市古市町2159-4 

IP Factory ぷろぼの 奈良市大宮町三丁目5-41 ぷろぼの福祉ビル2階 

あおはにの家 奈良市杣ノ川町50-1 

水間ワークス 奈良市水間町3020-3 

萌あおはに 奈良市杣ノ川町50-1 

空と海 奈良市法蓮町973番8号 

サンケア・デイセンター 奈良市学園大和町1-304 

成美寮 奈良市柳生下町446-3 

ポラーノ広場 奈良市三碓町2146-2 
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障害者支援施設菅原園 奈良市大倭町4-6 

きららの木 いろ葉 奈良市三碓町2250-11 

サポートセンター夢 奈良市六条西4-6-3 

笑楽会 奈良市神功4-25-9 

障害者支援施設ボイス 奈良市鹿野園町1584-2 

東大寺福祉療育病院 華の明 奈良市雑司町406-1 

野の花舎 奈良市法蓮町350番地の6 

生活介護みどりの家 奈良市左京5-3-1 

さわやぎ 奈良市西大寺国見町三丁目5番5号 

喜蔵庵 奈良市中町502-4 

SCファームぷろぼの 奈良市大宮町三丁目5-39 第3やまと建設ビル202号 

Machiya Works”こいんどう” 奈良市小西町12番1 

フューチャープレゼンツ 奈良市三条栄町4番1号 

ジョイアススクールつなぎ 奈良市南京終町七丁目540－5 2階 

生活介護事業所しふぉん 奈良市東九条町625-1 

office K 奈良市芝辻町二丁目11番16号 圭真ビル102・103 

障害福祉サービス事業所COCOLO 奈良市都祁白石町2307番地 

ライフイノベーション北之庄事業所 奈良市北之庄西町二丁目8－13 

チェリッシュ 奈良市神殿町656番地4 

Msねっと 奈良市法蓮町433番地1 グローリー新大宮1階 

ラテ 奈良市北之庄町45-1 

らふぁえろ 奈良市高畑町1055番地1 

アンダンテ農園 奈良市池田町247番1 

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター「ぽかぽか」 奈良市七条二丁目789番地 

生活介護事業所すまいる 奈良市中山町西4丁目561-2 

るあん 奈良市富雄元町一丁目22-12 タワーア・ラ・モードB

階5号及びB階3号 

多機能事業所もとみ 奈良市南京終町四丁目337番地1 

生活介護事業にじいろ 奈良市石木町715-1 

ワークラボ 奈良市山陵町110-7 

イノベイト 奈良市東九条町17番地の1 

生活介護SHARA 奈良市南京終町713-1 

アースカラーズぷろぼの新大宮 奈良市大宮町三丁目5-41 ぷろぼの福祉ビル3階 

Knot 奈良市大宮町四丁目 260-1 シティーコープ新大宮 103

号 

サポートシステムあゆみ 奈良市秋篠町1388-2 

バーニーズ 奈良市大宮町六丁目3-29 日宝阪奈ビル2-D1 

てのひら 奈良市東紀寺町二丁目10-13 

就労支援センターいっぽ 奈良市東紀寺町二丁目10-13 

サンケア・ノーエル 奈良市学園大和町1-1433-3 

元氣の里 青空 奈良市三条添川町2番8号 KBKビル3F 

来夢green 奈良市小川町12 扇ビル 

就労支援ももいろ 奈良市南京終町713-1 
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陽気園 奈良市北之庄町116番4 

おりがみ 奈良市手貝町28 

セルポート 奈良市大宮町四丁目266-1三和大宮ビル401号 

元氣の里 太陽 奈良市三条添川町1-5 2F 

カフェ・りべるて 奈良市西大寺赤田町1-7-1 

まんなり新大宮店 奈良市大宮町6丁目1-8 公健ビル5F 

りべるて 奈良市西大寺赤田町1-7-1 

くれよんの里 奈良市大柳生町1554 

ポシブル高の原 奈良市押熊町1278-1 

ポシブル高の原next 奈良市押熊町1278-1 

障害者福祉サービスみりみり 奈良市法華寺町153番地の4小春ビル 

ライフサポート風の谷 奈良市東九条町771-3 2F 

デイサービスセンターグットライフ 奈良市朱雀五丁目3番地の10 

デイサービスゆうか 奈良市今市町361番地の6 

南紀寺自立生活援助センター 奈良市南紀寺町四丁目133番地6 

MYP食品作業所 奈良市大宮町六丁目6番地の11ウィンズビル1F･2F 

ライフイノベーション油阪事業所 奈良市油阪町446-17 

生活介護事業所おるおる 奈良市法華寺町153番地の4小春ビル 

まる 奈良市あやめ池北一丁目5番5号 

ディーキャリア 奈良オフィス 奈良市西大寺栄町3番27号 泉谷ビル3階305号 

ウェルビー奈良センター 奈良市三条町487-1 小山ビルディング3階 

あいはうす大宮 奈良市大宮町二丁目4-43 秋永大宮ビル2階 

ちいさな小枝 奈良市椿井町10-2 

まんなり加工奈良店 奈良市鍋屋町2-1 シティホームズ奈良女子大前101 

Deer line-B'(びーだっしゅ) 奈良市小川町12 扇ビル 

満天ひろば 奈良市水間町3031 

多機能事業所リーフ 奈良市大宮町一丁目4-10 

とあのワーク 奈良市千代ケ丘一丁目1番地5 

障害者支援施設ボイス西ノ京 奈良市七条西町二丁目928番地 

Konpeito 奈良市富雄元町2丁目3-29 

あおば 奈良市高畑町626番3号 

ジョイアススクール space 奈良市三碓一丁目10-15 ナチュラル第一ビル1階 

瑞い実 奈良市三碓町2250-9 

しふぉんの杜 奈良市北之庄町736番地1-202号・203号 

 

（４）指定障害福祉サービス事業所（居住系）             令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

サポートセンター夢 奈良市六条西4-6-3 

オープンスペースAYUMI 奈良市秋篠町1381-1 

ケアホーム春日苑 奈良市古市町93-1 

もみの木・くるみ 奈良市七条一丁目13-34 

バルツァ・ゴーデル 奈良市鹿野園町1000-1 

障害者支援施設ボイス 奈良市鹿野園町1584-2 
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あおはにの家 奈良市杣ノ川町50-1 

サンフラワーホーム 奈良市古市町1238-4 

障害者支援施設菅原園 奈良市大倭町4-6 

東大寺光明園 奈良市雑司町406-1 

グループホームまきば 奈良市般若寺町168 

麦畑 奈良市西大寺赤田町2-4-4 

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 奈良市七条2-789 

奈良県立藤の木学園（知的） 奈良市菅野台2番地43号 

フリーシュタッドなかがわⅠ番館 奈良市奈良阪町167 

プレゼントなかがわ 奈良市奈良阪町167 

障害者支援施設いずみ園 奈良市奈良阪町249 

萌あおはに 奈良市杣ノ川町50-1 

たんぽぽの家 奈良市六条西3-25-4 

ショートステイひだまり 奈良市北之庄西町一丁目10－16 

ＧＨぷろぼの 奈良市杉ケ町35番 さやか杉ヶ町マンション301号 

ハーモニーケアサービス 奈良市古市町2039番地 

ショートステイあかり 奈良市西九条町三丁目7番27号 

ショートステイひなた 奈良市西九条町三丁目9番4号 

ケアホームこころ 奈良市鳥見町3丁目15番地の5 

若葉ハウス 奈良市若葉台1-6-9 

スマイル 奈良市奈良阪町245-1 

すこやかホーム 奈良市針ケ別所町1601-1 

南紀寺ホーム 奈良市南紀寺町四丁目133番地6 

はなばたけ 奈良市法蓮町350番1 

ケアホームかかし 奈良市六条西三丁目4-7 

グループホームあかり 奈良市西九条町三丁目7－27 

グループホームひだまり 奈良市北之庄西町1-10-16 

グループホームひなた 奈良市西九条町三丁目9番4号 

ありがとう 奈良市奈良阪町245-1 

サンファミリー 奈良市富雄元町二丁目 5-20-401 号・402 号・403 号・

405号 

パディーホーム 奈良市あやめ池北三丁目1-12-2 

ショートステイかかし 奈良市六条西三丁目4-7 

富雄ハウス 奈良市中町3716-4 

有縁のすみか 奈良市六条西三丁目25-15 

寧楽 奈良市左京3丁目21-16 

グループホームしかのもり 奈良市南京終町3丁目437-9 

陽気園 奈良市北之庄町116番4 

ジョイアスらいふ 奈良市神殿町266-9 

グループホームピース 奈良市神殿町605番地の10 

グループホーム・ノイエ 奈良市西大寺赤田町1-5-53 

ショートステイ・ノイエ 奈良市西大寺赤田町1-5-53 

医療法人拓生会奈良西部病院 奈良市三碓町2143-1 
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南紀寺ホームショートステイ 奈良市南紀寺町四丁目133番地6 

フリーシュタッドなかがわ5番館 奈良市奈良阪町1124 

ぼんそわーる 奈良市南京終町7丁目564番地4 

きぼう 奈良市神殿町630-6 ききょう神殿ビル2階203号室 

グループホームホープ 奈良市神殿町605番地の12 

短期入所事業所パレット 奈良市奈良阪町251-1 

GHコンペイトウ 奈良市三碓町2223番10号 

奈良県立藤の木学園（視覚・聴覚） 奈良市菅野台2番地43号 

グループホーム神殿 奈良市神殿町603番地の9 

ふきのとう 奈良市南袋町4番地 

すまいる 奈良市古市町93-1 

きららの木 ショートステイ月華 奈良市三碓町2250-11 

障害者支援施設ボイス西ノ京 奈良市七条西町二丁目928番地 

グループホーム 福 奈良市大森町6-10 

とあのホーム富雄 奈良市学園大和町五丁目769-1 サンパレス大神105・

203・205 

グループホーム大和田 奈良市大和田町32番地1 

ショートステイ大和田 奈良市大和田町32番地1 

グループホームふくまろ 奈良市神殿町570-5 

あさひ 奈良市高畑町626番3号 

グループホームしかのもりⅡ秋篠 奈良市秋篠町821-1 

短期入所事業所すまいる 奈良市中山町西4丁目561-2 

ケアステーション奈良 奈良市左京3-11-8 

グループホームじんぐう 奈良市神功四丁目16番地1 

グループホーム Coeur 奈良市青山6丁目3-8 

はれやかホーム 奈良市水間町1085 

きららの木 ショートステイ月夢 奈良市三碓町2250-9 

 

（５）指定相談支援事業所                      令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

岡谷会相談支援センター 奈良市西木辻町200 

グットライフ 奈良市朱雀五丁目3番地の10 

仔鹿園相談支援センター 奈良市古市町1-2 

相談支援センターこすもす 奈良市奈良阪町2292番地の2 

東大寺福祉療育病院 奈良市雑司町406-1 

たんぽぽ相談支援センター 奈良市六条西三丁目25-4 

バルツァ・ゴーデル 奈良市鹿野園町1000-1 

相談支援事業所 歩っと 奈良市三条町512-3-202 

みつわ会相談支援センター 奈良市神殿町630番地の6 

相談支援事業所 夢 奈良市六条西四丁目6番3号 

相談支援事業所 リベルテ 奈良市西大寺赤田町1丁目4番13号河辺ハイライフコ

ーポ107号 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会奈良事業所 奈良市杏町79番地の4 
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ばくのゆめ 奈良市法華寺町82-2 

サンケア・アシスト 奈良市学園大和町一丁目304番地 

ハーモニーケアサービス 奈良市古市町2039番地 

自立生活センター・サポート24 奈良市法蓮町1027-1 若草ハイツ1階 

奈良西相談支援センターポラン 奈良市帝塚山南四丁目11-10 

こんぺいとう 奈良市東九条町261番地2 

相談支援センターきららの木 きらきら 奈良市三碓町2250-10 

プレゼントなかがわ 奈良市奈良阪町167 

相談支援事業所リノ 奈良市七条西町2丁目928 

相談支援センターいま・ここ 奈良市高畑町1055番地1 

相談支援センターふーぷ(HOOP) 奈良市秋篠町1381-1 

障がい者支援センターオネスティ 奈良市西木辻町146-5 ハートフル21 102号 

相談支援センターかかし 奈良市六条西三丁目3-21 

こぶしの会相談支援センター 奈良市古市町529-4 

しおん相談支援センター 奈良市大宮町一丁目1番28号 メゾンプリメール海保

ビル50A号 

相談支援事業所とびら 奈良市南京終町七丁目540-5 1階 

相談支援センターくれよん 奈良市中町500番1 

お花畑 奈良市平松一丁目32-25-1 

相談支援るーぷ 奈良市南京終町四丁目337番地1 

ケアプランセンターすみれ 奈良市東九条町538 

わーく 奈良市山陵町110-7 

訪問介護センターうさぎ 奈良市八島町270-25 

りーべ 奈良市北之庄町736番地の1 奈良事務機ビル本館1F 

COCOLO 奈良市都祁白石町2307番地 

ケアサポートなずな 奈良市大安寺三丁目3番15号-105 

アークケアサポート富雄 奈良市帝塚山五丁目7番14号 

相談支援事業所あいあい 奈良市法華寺町153番地の4 小春ビル 

相談支援事業所ラルゴ 奈良市西大寺赤田町1-5-53 

ホホエモ 奈良市杉ヶ町35-2 中田ビル201号 

相談支援GH 奈良市帝塚山南四丁目13番18号 

相談支援センター コンチェルト 奈良市五条3丁目20-15 レジデンス西ノ京A101 

ツクルベース 奈良市二条大路1-3-1 ミ・ナーラ3階 

相談支援のんたん 奈良市あやめ池南一丁目1-14 

相談支援事業所ふくまろ 奈良市神殿町578番地の8 

喫茶去 奈良市西ノ京町155番地1 

 

（６）地域活動支援センター                     令和3年4月1日現在 

施  設  名 類型 所  在  地 

歩っと Ⅰ型 三条町512-3-202 

フリーダム２１ 基礎型 般若寺町285-2 

 



- 29 - 

 

（７）福祉ホーム                          令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

福祉ホーム コットンハウス 六条西 3-25-4 

有縁のすみか 六条西三丁目25-15 
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４．奈良市内の指定障害児通所支援事業所等 

 

（１）指定児童発達支援事業所                          令和3年4月1日現在 

施設名 所在地 

東大寺福祉療育病院 華の明 奈良市雑司町406-1 

仔鹿園 奈良市古市町1-2 

おにぎり 奈良市東九条町36-1 

キャンディー 奈良市東九条町125-1 

ぐりーん菅原支店 奈良市菅原町35-5 

むぎわらぼうし 奈良市学園朝日町9番1号 

ばくのゆめ 奈良市法華寺町82-2 

児童発達支援 ばんび 奈良市古市町1-2 

奈良市子ども発達支援センター児童発達支援いっぽ 奈良市紀寺町580番地の2 

たのしい りーふ 奈良市三碓町2250-10 

児童デイサービス わかば園 奈良市北永井町344-18 

もこもこ 奈良市法蓮町433番地1グローリー新大宮1階 

児童発達支援センター しおん 奈良市大宮町1丁目1-32 奈良交通第3ビル2階 

えがお 奈良店 奈良市西大寺本町 2-20 プラムキャッスル S-1、303 号

室 

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター「ぽかぽか」 奈良市七条二丁目789 

のんたん 奈良市あやめ池南1-1-14 

奈良YMCAことりクラブ 奈良市西大寺国見町二丁目14-1 

児童発達支援センターくれよん 奈良市中町500番地1 

すくすく 奈良市青山8丁目104番地 

こども発達支援教室Goody 奈良市学園大和町3丁目213番地 

子育てサポート・ふれ愛 大和西大寺北校 奈良市西大寺栄町3-23 サンローゼビル3階 

アートチャイルドケアSEDスクール近鉄学園前 奈良市学園北一丁目11番10号森田ビル4階 

かぶとむし 奈良市中山町43-2 

サンケアキッズ 奈良市学園大和町1-1433-3 

ゆい 奈良市南京終町2丁目1201番14 

そらはるか 奈良市南京終町七丁目540-5 

フラーテル 奈良市朱雀6丁目21-8 朱雀第2医療ビル101号室・201

号室 

ミソラ 奈良市大倭町6番19-2 

運動学習支援教室てまり 奈良市西木辻町121-2朝日プラザ奈良プレシオ201 

発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京 奈良市六条3丁目1番15号 

こどもサポート教室 ピュアの樹 奈良市中登美ケ丘3-3 ライフ学園前店3F 

いろToriどり 奈良市杉ケ町35-2 中田ビル202号 

きららkids奈良 奈良市芝辻町2丁目11-1 MLビル3Ｆ 

なかま 奈良市神殿町630-6 ききょう神殿ビル2階201号室 

てらすワン 奈良市学園大和町一丁目1-23 

リハビリ発達支援ルームUTキッズ奈良 奈良市平松一丁目27-1-1 

はればれ 奈良市菅原町377番地4・378番地5 

こどもサポート教室 ピュアの樹East 奈良市中登美ケ丘3-3 ライフ学園前店3F 
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子育てサポート・ふれ愛 大和西大寺南校 奈良市西大寺南町1-26安田ビル2F 

発達支援リハスタジオ ハッピーリングplus 奈良市六条2丁目10番15号 

ガンバ体操クラブ児童発達支援・放課後等デイサービス

平城山教室 

奈良市佐保台西町143番2号 

Ricora 奈良市宝来町1004番地1 

らぶり 奈良市西木辻町33-3 

こどもサポート教室 ピュアの樹West 奈良市中登美ヶ丘6丁目15-1 

障がい児通所支援 わらくえん 奈良市古市町1886番地1 

 

（２）指定放課後等デイサービス事業所                       令和3年4月1日 

施設名 所在地 

すこやかhomeにっこり 奈良市三条大路2丁目520-3 

ありす 奈良市出屋敷町17-98 

東大寺福祉療育病院 華の明 奈良市雑司町406-1 

キャンディー 奈良市東九条町125-1 

ブルーミング 奈良市三条栄町4-1 

ぐりーん菅原支店 奈良市菅原町35-5 

株式会社すみれサポート みつばち 奈良市平松2-22-21 

むぎわらぼうし 奈良市学園朝日町9番1号 

宅老サロン 椀の家 奈良営業所 奈良市中町221-1 

ばくのゆめ 奈良市法華寺町82-2 

サポートシステムあゆみ 奈良市秋篠町1388-2 

たんぽぽ生活支援センター 奈良市六条西3丁目25-4 

２のあひる 奈良市帝塚山南4丁目14番12号 

たのしい りーふ 奈良市三碓町2250-10 

おにぎり 奈良市東九条町36-1 

児童デイサービス わかば園 奈良市北永井町344-18 

太陽きゃべつ 奈良市富雄元町2-7-25-201 

JOY 奈良市佐保台西町98 コートヒルズ101-B 

もこもこ 奈良市法蓮町433番地1グローリー新大宮1階 

アフタースクール風の谷 奈良市東九条町771-3 

ケアステきっず 奈良市左京3-11-8 

えがお 奈良店 奈良市西大寺本町 2-20 プラムキャッスル S-1、303 号

室 

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター「ぽかぽか」 奈良市七条二丁目789 

こども発達支援教室Goody 奈良市学園大和町3丁目213番地 

児童発達支援センター しおん 奈良市大宮町1丁目1-32 奈良交通第3ビル2階 

のんたん 奈良市あやめ池南1-1-14 

クローバー 奈良市平松1丁目32-25-1 

すくすく 奈良市青山8丁目104番地 

ぷろぼのスコラ新大宮 奈良市大宮町3丁目5-41 ぷろぼの福祉ビル5階 

かぶとむし 奈良市中山町43-2 

キッズステーション アウル 奈良市大宮町2丁目3番7号-10-106 

SAKURA Kids’ 奈良市朱雀4丁目1番10号 
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サンケアキッズ 奈良市学園大和町1-1433-3 

こころの友 奈良市右京1丁目3番地の1平城第二団地3号棟111号室 

日向ここ 奈良市三碓町2250-9 

ゆい 奈良市南京終町2丁目1201番14 

そらはるか 奈良市南京終町七丁目540-5 

放課後等デイサービスくれよんプラス 奈良市中町2082 

フラーテル 奈良市朱雀6丁目21-8 朱雀第2医療ビル101号室・201

号室 

ミソラ 奈良市大倭町6番19-2 

運動学習支援教室てまり 奈良市西木辻町121-2朝日プラザ奈良プレシオ201 

発達支援リハスタジオ ハッピーリング西ノ京 奈良市六条3丁目1番15号 

こどもサポート教室 ピュアの樹 奈良市中登美ケ丘3-3 ライフ学園前店3F 

いろToriどり 奈良市杉ケ町35-2 中田ビル202号 

放課後等デイサービス ドルフィン 奈良市北之庄町41の2 

IT・プログラミング療育 ツクル ミ・ナーラ 奈良市二条大路南1-3-1 

なかま 奈良市神殿町630-6 ききょう神殿ビル2階201号室 

てらすワン 奈良市学園大和町一丁目1-23 

リハビリ発達支援ルームUTキッズ奈良 奈良市平松一丁目27-1-1 

はればれ 奈良市菅原町377番地4・378番地5 

こどもサポート教室 ピュアの樹East 奈良市中登美ケ丘3-3 ライフ学園前店3F 

子育てサポート・ふれ愛 大和西大寺南校 奈良市西大寺南町1-26安田ビル2F 

発達支援リハスタジオ ハッピーリングplus 奈良市六条2丁目10番15号 

MYP放課後等デイサービス 奈良市大宮町6丁目6番地の11 

あおば 奈良市高畑町626番3号 

ガンバ体操クラブ児童発達支援・放課後等デイサービス

平城山教室 

奈良市佐保台西町143番2号 

Ricora 奈良市宝来町1004番地1 

IT・プログラミング療育 ツクル ADVANCE 奈良市二条大路南一丁目3-1 2F 

奈良YMCAおおぞら 奈良市西大寺国見町二丁目14-1 

こどもサポート教室 ピュアの樹West 奈良市中登美ヶ丘6丁目15-1 

子育てサポート・ふれ愛 大和西大寺北校  奈良市西大寺栄町3-23 サンローゼビル3階 

 

（３）居宅訪問型児童発達支援事業所                        令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

居宅訪問型児童発達支援カンガルー 奈良市疋田町3丁目2－21 

すくすく 奈良市青山8丁目104番地 

 

（４）保育所等訪問支援事業所                           令和3年4月1日現在 

施  設  名 所  在  地 

保育所等訪問支援はむスター 奈良市疋田町3丁目2－21 

保育所等訪問支援 ハッピーリング西ノ京 奈良市六条3丁目1番15号 

すくすく 奈良市青山8丁目104番地 

リハビリ発達支援ルームUTキッズ奈良 奈良市平松一丁目27-1-1 
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５．奈良市委託相談支援事業者 

障害者(児)が地域で安心して自立した生活を送るために、本人や関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

などを総合的に行います。 

名     称 所 在 地 連 絡 先 

相談支援センターこすもす 〒630-8104 奈良阪町2292-2 
TEL 0742-27-5778 

FAX 0742-27-5795 

たんぽぽ相談支援センター 〒630-8044 六条西三丁目25-4 
TEL 0742-40-1030                         

FAX 0742-49-5523 

東大寺福祉療育病院 〒630-8211 雑司町406-1 
TEL 0742-27-6722   

FAX 0742-23-0198 

仔鹿園相談支援センター 〒630-8424 古市町1-2 
TEL 0742-62-2780                         

FAX 0742-62-7747 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会  

奈良事務所 
〒630-8454 杏町79番地の4 

TEL 0742-93-3261                         

FAX 0742-61-0340 

相談支援事業所 リベルテ 〒631-0818 西大寺赤田町一丁目4-13-107 
TEL 0742-45-2272                         

FAX 0742-45-2272 

相談支援事業所 歩っと 〒630-8244 三条町512-3-202 
TEL 0742-20-5988                         

FAX 0742-20-5988 

相談支援事業所 夢 〒630-8044 六条西四丁目6-3                 
TEL 0742-41-2244                         

FAX 0742-41-2244 

 

６．友愛バス優遇措置 

  身体・知的・精神障害の各手帳をお持ちの方々の社会参画の促進及び生活支援を図るため、市内バスの無料乗車の優遇

措置を講じています。 

 

７．補装具費の支給 

  職業その他日常生活を容易にするため、補装具の購入・貸与又は修理費用の支給を行います。 

    なお、負担は原則１割ですが、所得制限及び上限額の設定があります。（障害の内容、等級により品目が定められてい

ますので、詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。） 

障害の区分 補装具の種類 

視覚障害 盲人安全つえ、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ 

聴覚障害 補聴器（２・３級は重度難聴用、４・６級は高度難聴用） 

 

 

肢体不自由 

 

 

装具（上肢・下肢・体幹）、義肢（義手、義足） 

重度障害者用意思伝達装置、座位保持装置 

以下の品目については、介護保険制度が優先されます。 

歩行補助つえ（多点杖、松葉づえ、ロフストランド・クラッチ、カナディアン・クラッ

チ）、歩行器、車椅子、電動車椅子 

 18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 

 

８．日常生活用具の給付 

在宅の障害者等の日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付します。なお、負担は原則１割ですが、所得制限及

び上限額の設定があります。（障害の内容、等級等により給付品目が定められています。また、介護保険制度が優先され

ます。） 
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障害の区分 日常生活用具の種類 

肢体不自由 

※については、平衡機能障害も可 

便器、温水洗浄便座、特殊マット、特殊寝台（訓練用ベッド）、訓練いす、特殊尿器、

入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、情報・通信支援用具、居宅生

活動作補助用具（住宅改修費）、※歩行補助つえ、※移動・移乗支援用具、※頭部保

護帽 

視覚障害 

※については、視覚障害と聴覚障害

の重度重複障害者 

視覚障害者用ポ-タブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、

盲人用体温計（音声式）、点字図書、盲人用体重計、視覚障害者用拡大読書器、歩行

時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用活字等読上げ装置、情報通信支援用具、

点字器、※点字ディスプレイ、 

聴覚又は音声・言語機能障害 
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人

工喉頭、人工内耳体外装置、人工内耳電池 

ぼうこう・直腸又は脳原性運動

機能障害 
ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器 

じん臓機能障害 透析液加温器 

呼吸器機能障害 

※については、心臓機能障害も可 

酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、 

※パルスオキシメーター 

身体障害全般 火災警報器、自動消火器、携帯用会話補助装置 

知的障害 特殊マット、温水洗浄便座、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器 

 

９．障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付等） 

  障害者総合支援法に基づき障害程度が一定以上の人は、次のようなサービスを利用できます。負担は、原則１割ですが、

一定の条件を満たせば、負担軽減制度を受けられます。 

（１）介護給付 

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所（ショートス

テイ）、療養介護、生活介護、施設入所支援 

 

（２）訓練等給付 

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グループホー

ム）、自立生活援助、就労定着支援 

 

１０．意思疎通支援事業 

  聴覚障害者等のコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳者及び要約筆記者を派遣しています。 

  また、意思疎通が困難である重度の障害者の入院時に医療関係者との意思疎通を円滑にするため支援員を派遣します。 

 

１１．重度心身障害者・児福祉タクシー制度 

  下肢、体幹、内部及び視覚障害の各１・２級の身体障害者手帳又はＡ、Ａ１、Ａ２判定の療育手帳をお持ちの方々が、

タクシーを利用される場合、年48回を限度にタクシー料金400円を助成し、障害者の社会活動範囲の拡大と経済的負担の

軽減を図っています。 

 

１２．外国人重度障害者特別給付金支給制度 

  平成５年４月から障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者である外国人又は外国人であった方々に、月

額20,000円の特別給付金を支給し、福祉の増進を図っています。 

 

１３．訪問理美容サービス 

   在宅の65歳未満で寝たきりの重度心身障害者の居宅に理美容師が訪問し、頭髪の刈り込みを年６回を限度に行います。

（１回2,000円の費用負担が必要です。） 
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１４．身体障害者等訪問入浴サービス 

  在宅で65歳未満（介護保険サービスの対象者を除く）の重度身体障害者・児で、身体上の障害及び疾病などのため居宅

での入浴が困難な方に、移動式の入浴セットを対象者の居宅に運搬し入浴介助者を派遣します。世帯の課税状況により経

費の一部を負担していただきます。 

 

１５. 移動支援事業 

  重度視覚障害者（児）、知的障害者（児）、全身性障害者（児）及び精神障害者（児）に対し、外出の支援を行います。

ただし、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の対象者は除きます。そのほかに、日中一時支援事業及び短期入所などを

利用する障害者（児）の通所の支援や、重度訪問介護の利用者が大学等に修学するあたり、大学等への通学及び大学等の

敷地内における身体介護等を行います。 

 

１６. 日中一時支援事業 

  障害者等の日中における活動の場を確保することで、日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする通所サー

ビスで、日帰りが前提となっています。 

 

１７. 特別障害者手当 

  重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする 20 歳以上の方に支給されます。（所得制限があり

ます。ただし、病院に３ヶ月以上入院している方や施設入所者には支給されません。） 

 

１８. 障害児福祉手当 

  重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。（所得制限があります。た

だし、施設入所者には支給されません。） 

 

１９．軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成 

  補聴器装用の効果があると医師が判断する身体障害者手帳の交付の対象とならない 18 歳未満の軽度・中等度難聴児を

対象として基準額の範囲内で購入に要する費用の2/3を助成しています。 

 

２０．奈良市障害者虐待防止センター   

  障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談に応じます。 

  〒630－8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所障がい福祉課内 

   TEL 0742‐34‐4593  FAX 0742‐34‐5080  メール shougaifukushi@city.nara.lg.jp 

 

２１．障害児通所支援及び障害児相談支援 

   療育の必要が認められる児童を指定の施設または居宅において、日常生活における基本的な動作の指導及び、集団生活

への適応訓練を行うものです（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪

問型児童発達支援）。また、障害児通所支援を利用する際に、障害児支援利用計画の作成や、サービスの利用状況の検証

及び計画の見直し（モニタリング）を行います。 

 

２２．精神障害者医療費助成（一般・後期高齢者） 

  精神障害者の方に医療費助成を行うことにより、精神障害者の生活の質の向上を図っています。 

    助成対象 精神障害者保健福祉手帳１級又は２級所持者で健康保険加入者 

    助成内容 保険診療による自己負担金（入院費の食事代・生活療養費は除く）から一部負担金を差し引い 

た額を助成します。 

※ 特別児童扶養手当 （ 「児童福祉」７に記載   担当：子ども育成課 ）  
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○保護課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-４７５７ 

           ３４-５０８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

生活保護とは、生活に困窮している人に対し、国で定められた基準に基づき、その困窮の程度に応じ必要な保護を実施し、

最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。 

保護は、その内容によって生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業及び葬祭扶助の８種類があります。 

 

１．生活保護の状況 

（１） 

 

 

奈良市の生活保護世帯及び人員数等 令和2年4月1日 令和3年4月1日 

 被保護世帯数（世帯） 5,402 5,474 

 被保護人員（人） 7,271 7,206 

 全国平均 (‰) 16.4(令和元年12月分) 16.3(令和2年12月分) 

 県平均 (‰) 14.6(令和元年12月分) 14.2(令和2年12月分) 

  奈良市(‰) 20.45 20.34 

 

 

（２）令和2年度被保護世帯開始廃止状況（月別）表 
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年
度 

扶
助
別 

（３）年次別生活保護人員推移表 

 
令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 

年間 

延人員 

月平均 

人員 

年間 

延人員 

月平均 

人員 

年間 

延人員 

月平均 

人員 

年間 

延人員 

月平均 

人員 

年間 

延人員 

月平均 

人員 

生
活 

76,397 6,366 77,624 6,469 79,707 6,642 81,326 6,777 82,755 6,896 

住
宅 

75,586 6,299 76,828 6,402 78,334 6,528 79,430 6,619 81,149 6,762 

教
育 

5,527 461 6,080 507 6,677 556 7,162 596 7,827 652 

医
療 

入
院 

2,781 232 2,592 216 2,716 226 2,758 229 2,790 233 

入
院
外 

63,469 5,289 65,188 5,432 66,101 5,508 66,243 5,520 63,937 5,328 

小
計 

66,250 5,521 67,780 5,648 68,817 5,734 69,001 5,749 66,727 5,561 

介
護 

15,217 1,268 14,382 1,199 13,644 1,137 13,009 1,084 12,064 1,005 

出
産 

1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

生
業 

2,153 179 2,434 203 2,465 205 2,913 242 3,003 250 

葬
祭 

114 10 116 10 122 10 112 9 129 11 

計 241,245 20,104 245,246 20,438 249,766 20,812 252,955 21,079 253,654 21,138 

世
帯
数 

65,159 5,430 64,916 5,410 65,361 5,447 65,760 5,480 65,805 5,484 

保
護
率 

 20.29 20.54 20.79 21.12 21.46 

 

 

 

 

 

 

(‰) 
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高 齢 者 福 祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長寿福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４３９ 

○介護福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４２２ 
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日本の社会が超高齢社会へと向かいつつあるなか、奈良市は「高齢者とともに歩むまち奈良」宣言の中でうたわれてい

るように、長生きしてよかったと喜びあえるまちづくりを進めてきました。これは、主体的・積極的に社会参加のできる

まちをつくること、高齢者とともに歩むまち奈良をめざすことであり、「近隣コミュニティーの再生」「地縁による地域

力の向上」等、高齢者だけでなく障害を持つ子ども達も安心して暮らせることが福祉の原点として大事なことであると考

えます。 

 これからも住み慣れた地域で高齢者を支え、安全で安心して暮らせるまちづくりのため、「共助」「互助」の精神のも

と、市民の方々の智恵やお力を借りて、すべての人が長生きして良かったと喜びあえるまちづくりのため、諸施策の充実

を図っていきます。 

 

１．訪問理美容サービス事業 

  在宅の 65 歳以上で、心身の障害や傷病等により理美容所へ出向くことが困難な人の居宅へ理美容師が訪問し、頭髪

の刈り込み及び顔そり（※顔そりは理容のみ）をします。ケアプラン又は介護予防プランにおいて事業の利用が必要で

あるとされる人が対象です。 

利用回数：年６回まで（２ヶ月に１回程度）  

利 用 料：１回2,000円 

 

２．医療機関送迎サービス事業（月ヶ瀬地域のみ） 

  在宅で概ね65歳以上の単身世帯や高齢者のみの世帯等で、老衰、心身の障害や傷病等のために、一般の公共交通機

関の利用が困難な人を対象に、自宅と医療機関との送迎を実施します。 

利 用 日：月曜日～金曜日の医療機関の診療日（祝日等除く）です。 

利 用 料：無 料  

利用回数：１週間に往復１回まで 

 

３．ななまるカードの交付 

  市内に住所を有する 70 歳以上の方に対し、ななまるカードをお渡しします。ななまるカードの提示により、さまざ

まな優遇措置を受けることができ、高齢者福祉の増進を図っています。 

  優遇措置（１）奈良交通バスの優待乗車 

          （路線バスの市内停留所で乗車または降車したときは、１乗車100円で利用できます。） 

（２）次に掲げる市内社寺の無料入場（特別展は除きます。） 

           東大寺（大仏殿・法華堂・戒壇堂・東大寺ミュージアム）・西大寺（本堂）・薬師寺・ 

興福寺（国宝館・東金堂）・大安寺・唐招提寺・秋篠寺・新薬師寺・元興寺極楽坊・ 

喜光寺・春日大社（国宝殿・萬葉植物園） 

      （３）次に掲げる市内社寺・文化施設等の割引入場（特別展は除きます） 

          依水園・般若寺・不退寺・法華寺・白毫寺・海龍王寺・霊山寺・大和文華館・松伯美術館 

 

４．百歳誕生祝い 

  高齢者が生きがいを感じ、希望を持って、健康で明るい生活を送っていただくため、満100歳の方に誕生祝いを行い

ます。 

 

５．万年青年クラブ 

  万年青年クラブは高齢者の生活を健全で豊かなものにするため、教養の向上・健康の増進・社会奉仕などの活動を行

っている会員組織の団体で、25人以上で組織されています。 

  概ね60歳以上の方であれば、誰でも近くの万年青年クラブに加入できます。 
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６．生活管理指導短期宿泊事業 

在宅の65歳以上で、介護保険の要介護認定が「自立（非該当）」相当の人を一時的に養護老人ホーム和楽園で 

養護し、生活習慣の指導や管理を行います。（※伝染性疾患のある方や入院加療が必要な方は利用できません。） 

利用日数：１ケ月あたり７日以内 

利 用 料：１日380円（生活保護法等による被保護世帯は免除） 

食材料費：１食250円 

 

７．養護老人ホーム 

  概ね 65 歳以上で特に身体的な介護を要する状態ではないが、環境上・経済上の理由により、居宅で生

活することが困難な高齢者のための入所施設です。 

入所対象者：次のいずれにも該当する人。 

（１）本人及び生計中心者が市民税所得割非課税であること。 

（２）伝染性疾患や入院加療を要する病状でないこと。 

（３）家族や住居の状況など、現在置かれている環境では在宅において生活することが困難であると認められるこ

と。 

                                       令和3年4月1日現在 

名  称 定員 
設置主体 

（社会福祉法人） 
所 在 地 ＴＥＬ 

和楽園 125 奈良市和楽園 古市町1886-1 63-5501 

（費用について） 

入所者本人    ：前年の対象収入の額に応じて負担していただきます。 

入所者の扶養義務者：前年の課税状況等に応じて負担していただきます。 

 

８．軽費老人ホーム 

（１）Ａ型 

家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な健康状態にある 60 歳以上の方のための入所施設

です。  

（費用について） 

生活費    ：55,290円（11月から翌年3月までは57,450円） 

サービス提供費：入居者本人の収入状況による。 

光熱水費   ：実費 

                                      令和3年4月1日現在 

名  称 定員 
設置主体 

（社会福祉法人） 
所 在 地 ＴＥＬ 

大倭滝の峯荘 70 大倭滝の峯荘 千代ヶ丘二丁目3-1 44-2701 

佐保苑 50 佐保会 二名二丁目2443-3 46-7667 

問い合わせ先：直接各施設へ 
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（２）ケアハウス 

自炊できない程度の軽度の身体機能の低下が認められるが、入浴等が自力でできる方、または高齢などのため独立

して生活するには不安が認められる方で、いずれも共同生活になじむ方が対象です。  

（費用について）    

生活費    ：46,940円 （11月から翌年3月までは、49,100円）   

サービス提供費：入居者本人の収入状況による。 

管理費    ：一括払いのハウスや併用払いと月払い方式のハウスがあります。  

光熱水費   ：実費                            

令和3年4月１日現在 

名  称 定員 
設 置 主 体 

（社会福祉法人） 
所 在 地 ＴＥＬ 

ケアハウス万葉 50 万葉福祉会 川上町281 27-8500 

八重垣園 30 大倭安宿苑 大倭町5-27 41-8575 

あじさい園 30 晃宝会 茗荷町808-1 81-0878 

ニューライフならやま 15 福寿会 山陵町1085 41-8088 

奈良市和楽園 30 奈良市和楽園 古市町1886-1 63-5506 

なら清寿苑 30 大和清寿会 田中町602-1 50-6335 

学園前西 30 奈良苑 二名三丁目1151-1 45-1243 

らくじ苑 32 楽慈会 南京終町13-4 25-3550 

都祁すずらん苑 23 大和会 都祁友田町1437 0743-82-2822 

特定施設入居者生活介護  

ケアハウス茂毛蕗園 
50 大倭安宿苑 大倭町4-36 40-1165 

ル・エンゲージなかがわ 

４番館 
20 中川会 奈良阪町167番地 24-3311 

問い合わせ先：直接各施設へ 

 

９．有料老人ホーム 

  老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設

でないもののことをいいます。特別養護老人ホーム等の入所要件に該当しない高齢者や自らの選択によりそのニーズを

満たそうとする高齢者を対象とする民間の経営による入所施設で、老人福祉法にもとづいて都道府県市に届け出がされ

ている施設です。   

令和3年4月１日現在 

名称 定員 設置主体 所在地 ＴＥＬ 

メディカルホームグランダあ

やめ池・奈良 
44 

株式会社ベネッセスタ

イルケア 

奈良市あやめ池南七丁

目555-54 
52-9797 

パルムドール学園前 172 
株式会社クカメディカ

ル 

奈良市学園新田町

3219-1 
52-5557 

悠遊庵 12 株式会社カーム 
奈良市菅原東一丁目9番

7号 
44-7635 

スーパー・コートＪＲ奈良駅前 155 
株式会社スーパー・コ

ート 

奈良市大宮町一丁目

5-35 
30-4850 

なら八条（1番館） 80 医療法人宝山会 
奈良市八条五丁目

437-10 
36-7770 
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トゥインクルおしくま 44 
株式会社けいはんな 

ヘルパーステーション 
奈良市押熊町1526番地 52-7155 

奈良桃寿園 50 社会福祉法人長生会 
奈良市芝辻町四丁目12

番4号 
34-1122 

ホームケアー奈良 35 ホームケアー株式会社 
奈良県奈良市 

川久保町6番1 
23-0143 

住宅型有料老人ホームハッピ

ーガーデン西ノ京 
18 

株式会社ハッピーサー

ビスグループ  
奈良市六条二丁目9-39 52-8860 

べルパージュ奈良あやめ池 

シニアレジデンス 
76 

株式会社かんでん 

ジョイライフ 

奈良市あやめ池北 

一丁目32番10-2 
31-9003 

スーパー・コートあやめ池 69 
株式会社スーパー・コ

ート 

奈良市あやめ池南六丁

目8番38号 
52-4850 

ハッピーガーデン大安寺 20 
株式会社ハッピーサー

ビスグループ  

奈良市東九条町1448番

地1 
63-8863 

エリシオン奈良 76 医療法人仁誠会 奈良市石木町798番地 93-8222 

あんしん学園前 15 有限会社 あんしん 奈良市中山町1250-7 41-8777 

ファミリーモア八重桜押熊館 22 株式会社八重桜 奈良市押熊町560番地 40-3300 

介護の森奈良 42 
有限会社とらい・あん

ぐる 
奈良市古市町1697-1 63-3015 

リールホーム都祁 38 
株式会社リールステー

ジ 
奈良市都祁白石町1178 

（0743） 

82-0456 

ハイツ友舞 12 有限会社 友舞 奈良市三碓三丁目3-26 51-0037 

かごのき 16 株式会社ケアブレーン 奈良市中町2313-2 95-9061 

天寿の里 33 
株式会社キョ―エイ・

シニア 
奈良市中山町1511番1 81-4561 

Fleurage(フルラージュ） 16 株式会社LIENSOLIDE 奈良市神殿町166-3 50-3620 

ハッピーガーデン京西 25 
株式会社ハッピーサー

ビスグループ  
奈良市五条三丁目20-8 52-8800 

パルムドール学園南 51 
株式会社クカメディカ

ル 

奈良市学園南3丁目

13-14 
52-5600 

まーめいど 30 
医療法人社団谷掛整形

外科診療所 
奈良市神殿町645-1 62-7577 

トゥインクル中山町 42 
株式会社けいはんな 

ヘルパーステーション 
奈良市中山町2番1 93-5902 

トゥインクルあやめ池 42 
株式会社けいはんな 

ヘルパーステーション 

奈良市西大寺竜王町一

丁目4番75号 
52-7702 

あんしん学園前Ⅱ番館 15 有限会社あんしん 奈良市中山町1251番1 41-8777 

ファミリーモア八重桜 平城

館 
37 株式会社八重桜 

奈良市佐保台西町123番

地 
71-0243 
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ファミリーモア八重桜 法蓮

館 
22 株式会社八重桜 

奈良市法蓮町410番地の

2 
20-7205 

住宅型有料老人ホームエスリ

ア友舞押熊 
46 有限会社友舞 奈良市押熊町779-17 53-6501 

リールホーム都 ANNEX 16 
株式会社リールステー

ジ 

奈良市都祁白石町大字

白石牛尾1017番地 

（0743） 

61－5780 

グランダ学園前 71 
株式会社ベネッセスタ

イルケア 

奈良市学園大和町五丁

目748-1 
53-7723 

はっぴーらいふ奈良学園前 50 
株式会社ライフケア・

ビジョン 

奈良市学園朝日町８番

８号 
53-2237 

住宅型有料老人ホーム福助1号

館 
22 株式会社フェリシテ 

奈良市南京終町一丁目

89番地４ 
63-0800 

住宅型有料老人ホーム福助2号

館 
20 株式会社フェリシテ 

奈良市南京終町一丁目

89番地5 
63-0800 

ハッピーカム奈良 14 株式会社１０１０ 
奈良市南京終町665番地

1 
81-7612 

リールホーム学園前 30 
株式会社リールステー

ジ 

奈 良 市 学 園 朝 日 町

637-28 
53-0770 

リールホーム宝来ＡＮＮＥＸ 30 
株式会社リールステー

ジ 

奈良市宝来四丁目4-9 
81-8095 

Charm（チャーム）奈良公園 60 
株式会社チャーム・ケ

ア・コーポレーション 
東紀寺町一丁目11-5 20-0360 

エスティームライフ学園前 76 
株式会社アクティブラ

イフ 
大倭町1-35 47-4165 

エリシオン学園前 92 
株式会社セフティライ

フ 
中登美ケ丘1-1994-6 95-6200 

エリシオン登美ヶ丘 50 
株式会社セフティライ

フ 
松陽台二丁目3-33 95-6800 

介護付有料老人ホームやまと 70 
社会福祉法人大和清寿

会 
窪之庄町721番地 

（0743） 

65-3551 

らくじ苑 大和西大寺 90 株式会社らくじ会 西大寺南町6－11 49-4165 

介護付有料老人ホーム春日苑 52 株式会社春日苑 三松三丁目4-11 45-8834 

なら八条 56 医療法人宝山会 八条5-489-1 36-9000 

ききのもり奈良駅前 65 株式会社ケアプラス 三条本町2番20号 26-6603 

ベルパージュ奈良あやめ池ケ

アレジデンス 
48 

株式会社かんでんジョ

イライフ 

あやめ池北一丁目目

32-10-1 
31-9005 
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彩りの郷‘なら’白寿苑 65 株式会社らくじ会 法蓮佐保山一丁目8-30 24-4165 

ウェルライフ希 50 
ウェルコンサル株式会

社 

奈良市大和田町 1166 番

地 
53-0251 

 

１０．老人福祉センター 

  老人福祉センターは、高齢者の方に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進・教養の向上及びレクリエーシ

ョンのための便宜を総合的に提供し、高齢者の方に心豊かに楽しく明るく過ごしていただくための施設です。また、子

育て親子の交流を図り子育て情報の交流を行う場、育児相談に応ずる場の提供を行う子育てスポットすくすく広場事業

を実施しています。 

施  設  名 所  在  地 ＴＥＬ 

東福祉センター 法蓮町1702-1 24-3151 

西福祉センター 百楽園一丁目9-13 41-3151 

北福祉センター 右京一丁目1-4 71-3501 

南福祉センター 南永井町45-1 62-3730 

 

１１．老人憩の家 

  高齢者の方に、教養の向上・レクリエーション等のための場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図るための施設

です。 

 

 

 

 

 

施  設  名 所  在  地 

東里老人憩の家 須川町776 

鳥見老人憩の家 鳥見町四丁目4 

登美ヶ丘老人憩の家 中登美ヶ丘一丁目1994-3 

横井老人憩の家 横井一丁目620-1 

杏南老人憩の家 杏町424-6 

杏中老人憩の家 杏町387-12 

八条老人憩の家 八条一丁目823 

東之阪老人憩の家 東之阪町5-60 

田原老人憩の家 横田町191-1 

狭川老人憩の家 西狭川町1088-1 

古市老人憩の家 古市町1482-2 

大柳生老人憩の家 大柳生町1990 

柳生老人憩の家 興ヶ原町670-1 

梅園老人憩の家 紀寺町568-7 

畑中老人憩の家 畑中町4-4（中人権文化センター内） 

石打老人憩の家 月ヶ瀬石打1171-1 

桃香野老人憩の家 月ヶ瀬桃香野1197 

尾山老人憩の家 月ヶ瀬尾山348-3 
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１２．老人軽作業場 

  高齢者の方に、その知識と経験を生かして就労できる場を提供し、余暇の活用と生きがいを持っていただくための施

設です。 

施  設  名 所  在  地 

田原老人軽作業場 茗荷町1171 

 

 

１３．外国人高齢者特別給付金支給制度 

  大正15年4月1日以前に生まれた外国人又は外国人であった方（昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録を

していた方に限ります。）で、国民年金の給付を受けることが出来ない高齢者に月額20,000円の特別給付金を支給し、

福祉の増進を図っています。 

 

１４.その他の制度 

（１）所得税法等上の障害者控除対象者認定 

身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の人で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体

障害者又は知的障害者に準ずる」と認められるときは、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定により、所得税や市

民税の障害者控除を受けることができます。 

確定申告などでこの控除の適用を受けようとするときは、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要になりま

す。 

【申請に必要な書類】 

① 申請書 

② 医師による「障害者控除対象者認定用意見書」（医療機関規定の文書作成料が必要） 

※ただし、介護保険の要介護認定のある方で、直近の介護認定に係る主治医意見書の記載内容をもって申請する場

合は、「同意書（介護保険認定資料閲覧に対する同意書）」の添付にかえることができます。 

 

（２）おむつ代の医療費控除 

通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象となりませんが、下記のいずれかの証明書を添付することにより、確定

申告などの際に医療費として申告することができます。 

① 「おむつ使用証明書」 

傷病等のためおおむね６ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、

医師が発行する証明書です。（医療機関規定の文書作成料が必要です。） 

② 「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」 

おむつ代についての医療費控除を受けるのが２年目以降の人で、次のいずれにも該当する人に対し、市町村長が交

付する証明書です。（300円が必要です。） 

(1) 要介護認定を受けていること。 

(2) 奈良市で保有する介護認定資料（主治医意見書）において、以下の事項が確認できること。 

・意見書の作成日が、おむつを使用した当該年（※認定期間が13ヶ月以上の人は、その前年、その前  々

年）であること。 

・障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）が「Ｂ１～Ｃ２」であること。 

・尿失禁の発生可能性が「あり」であること。 

 

（３）成年後見制度 

認知症の方など判断能力の不十分な方は、財産管理や身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮する

こと）についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそ

れがあります。 

このような判断能力の不十分な方を保護し支援するために、以下の制度があります。 
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① 任意後見制度 

自己決定と本人の保護を重視した制度です。 

本人が、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、前もって代理人（任意後見人）を選定し、財産管理、身

上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。   

そして、将来、判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任

意後見人による保護を受けることを可能にする制度です。 

 

② 法定後見制度 

軽度の精神上の障害のある方にも対応し、適切な保護者の選任が可能な制度です。    

本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者（成年後見人・保佐人・補助人）を

選べるようにしています。 

 成年後見人などは配偶者に限らず、司法書士、弁護士、社会福祉士などの方で、家庭裁判所が事情を考慮したう

えでふさわしい人を選任します。そして、保護者を複数人選んだり、法人を選ぶこともできます。また、保護者を

監督する成年後見監督人などが選任されることもあります。 

（※制度の具体的な利用等については家庭裁判所が所管となります。） 
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○介護福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４２２ 

○長寿福祉課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４３９ 

○福祉政策課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５１９６ 
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近年高齢化が急速に進み、21世紀の半ばには３人に１人が高齢者という時代を迎えようとしています。 

寝たきりや認知症などにより介護を必要とする高齢者が増加し、また、少子化・核家族化の進展等により、ひとり暮ら

し高齢者の増加、家族介護者の高齢化（老々介護）などが新たな社会問題となっており、介護の問題は老後に大きな不安

を与えています。 

 そこで、介護を社会全体で支えていくために、みんなで保険料を出し合い、保健・福祉・医療にわたる総合的なサービ

スを安心して受けられる仕組みが考えられました。 

 これが平成12年４月１日から始まった介護保険制度です。 

 介護保険法の規定により、市町村は３年を計画期間とする介護保険の円滑な実施を図るための計画を定めなければなら

ないこととされています。 

 介護保険事業計画は、本市における要介護者等の人数、介護保険の給付対象となるサービスの給付実績やサービスの利

用意向等を勘案して、サービス種類ごとの量の見込みや介護保険の事業費の見込み等について定めるもので、介護保険制

度運営の基となる現実的な計画であり、令和３年度からの３年間を期間として、第８期介護保険事業計画を策定し、介護

保険事業を運営しています。 

 介護する人、介護される人が安心して暮らせる21世紀とするために、市民のみなさんと奈良市、事業者などが一体とな

ってこの制度が円滑に運営できますようご協力をお願いします。 

 

 

１．介護保険料   

介護保険制度は、40歳以上の方が納める保険料と公費（税金）で運営しています。 

40歳以上 64歳までの医療保険に加入している方（第２号被保険者）は、医療保険料と合わせて介護保険料を医療保険

者に納めていただきます。 

65歳以上の方（第１号被保険者）は、医療保険料とは別に介護保険料を市町村（介護保険者）に納めていただきます。 

 

【第１号被保険者の介護保険料と納付方法】 

（介護保険料） 

奈良市の介護保険料は、介護サービス供給量等の見込みを推計し、その必要な費用の約 23％を奈良市の 65歳以上の人

口で除して、基準額を算定します。 

この基準額は、令和３年度から令和５年度の間は月額5,966円です。（介護保険料は３年毎に見直しを行います。） 

なお、個々に納めていただく保険料は被保険者やその世帯員の市町村民税の課税状況及び被保険者の収入・所得状況に

応じて、13段階に区分しています。 

保険料所得   

段階区分 
対  象  者 計算方法 

保険料額 

[年額] 

第１段階 

・生活保護を受けている方 

・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入

金額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方 

基準額×0.3 21,500 

第２段階 

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入

金額と合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下の

方 

基準額×0.45 32,200 

第３段階 
・世帯全員が市町村民税非課税で、第１段階・第２段階に 

該当しない方 
基準額×0.65 46,500 

第４段階 

・本人が市町村民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計

所得金額の合計が８０万円以下の方（同一世帯に課税されて

いる方がいる） 

基準額×0.9 64,400 
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保険料所得   

段階区分 
対  象  者 計算方法 

保険料額 

[年額] 

第 ５ 段 階    

（基準額） 

・本人が市町村民税非課税で、第４段階に該当しない方 

（同一世帯に課税されている方がいる） 
基準額 71,600 

第６段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満

の方 
基準額×1.15 82,300 

第７段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が２１０万円未満

の方 
基準額×1.25 89,500 

第８段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が３２０万円未満

の方 
基準額×1.5 107,400 

第９段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が４００万円未満

の方 
基準額×1.7 121,700 

第１０段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が６００万円未満

の方 
基準額×1.8 128,900 

第１１段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が８００万円未満

の方 
基準額×1.9 136,000 

第１２段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が１０００万円未

満の方 
基準額×2.1 150,300 

第１３段階 
・本人が市町村民税課税で、合計所得金額が１０００万円以

上の方 
基準額×2.3 164,700 

 

 

 

（納付方法） 

（ア）老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金から天引きされる方（特別徴収） 

年間18万円以上の年金を受給されている方は、年金の支給月（偶数月）に天引き徴収します。 

（イ）納付書又は口座振替で納めていただく方（普通徴収） 

上記(ア)に該当する方であっても、65歳になられた方及び奈良市に転入された方については、6ケ月～1

年間は年金から天引きできませんので、納付書等で納めていただきます。 

 

２．要支援・要介護認定（申請から認定まで） 

（１）介護保険サービスを利用するには、要支援・要介護認定の申請が必要です。（第２号被保険者の方は、加齢に伴う

16種類の特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限られます。） 

     また、認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用される場合は更新申請をし、その時点での心身の状

態に合った要介護度を審査・判定します。（なお、更新時期までに心身の状態が変化した場合は、区分変更の申請も

できます。） 

   申請は、本人または家族の他に地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に代行してもら

うこともできます。 

※ 申請に必要なもの 

①第1号被保険者：介護保険被保険者証 

②第２号被保険者：加入している医療保険の被保険者証 

 

（２）心身の状況を調査します。 

  ・市から委託を受けた認定調査員が訪問し、本人の心身の状況を調査します。 

  ・かかりつけ医（主治医）から医学的な意見を求めます。 
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   ※主治医がいない方は、市が指定する医師の診断を受けていただきます。なお、主治医や指定医の意見書作成にか

かる費用は市が負担します。 

（３）介護認定審査会で審査・判定を行います。 

   本市の介護認定審査会は120名の委員で構成されており、４名で構成される合議体が30設置されています。認定調

査の結果を基にしたコンピュータによる一次判定結果と特記事項、主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会で

介護が必要かどうか、必要とすればどの程度の介護を必要とする状態なのか、また予防給付の適切な利用が見込まれ

るかどうかを次の区分により審査・判定します。 

 

非該当 

（自立） 
・介護保険給付の対象とならない状態。 

要支援1 
・基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何

らかの支援が必要。 

要支援２ ・要支援１の状態より日常生活を行う力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 

要介護１ 
・基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。 

・立ち上がりなどに支えが必要。 

要介護２ 
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。 

・立ち上がりや歩行に支えが必要。 

要介護３ 
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。 

・立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 

要介護４ 

・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。 

・立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。 

・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。 

要介護５ 

・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。 

・立ち上がりや歩行などがほとんどできない。 

・認識力、理解力などに衰えが見え問題行動もある。 

     

（４）認定結果を通知します。 

   介護認定審査会の審査・判定結果に基づき通知します。 

認定結果に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、奈良県に設置

されている介護保険審査会に審査請求をすることができます。 

 

３．介護サービス 

（１）サービス計画の作成 

     居宅（在宅）サービスを利用する場合は、認定された要介護度に合わせて、利用者の希望や状態に応じて 

サービス計画（ケアプラン）を作成することが必要です。 

     要介護１～５と判定された方は、居宅介護支援事業者を選んでその事業者の介護支援専門員（ケアマネジ 

ャー）にサービス計画を作成してもらいます。要支援１・２と判定された方は、地域を担当する地域包括支援センタ

ーにサービス計画の作成を依頼します。サービス計画の作成費用にかかる利用者負担はありません。 

サービス計画を自分で作成することもできます。 

     サービス計画の作成に際して、どの居宅介護支援事業者（地域包括支援センター）でサービス計画を作成してもら

うかを市に届出することが必要です。 

 

（２）介護サービスの提供開始 

     サービス計画に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。介護サービスを利用する人は、
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利用者負担額（提供されたサービスの１～３割）をサービス提供事業者に支払っていただきます。 

 

（３）居宅（在宅）サービスの利用限度額について 

   要支援・要介護度ごとに利用できるサービスの限度額（支給限度額）が決められています。限度額内の利用者負担

は１～３割ですが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。 

 

要支援・要介護状態区分 
居宅サービスの利用限度額 

（１ヶ月あたり） 

要支援１ 約 50,320円 

要支援２ 約 105,310円 

要介護１ 約 167,650円 

要介護２ 約 197,050円 

要介護３ 約 270,480円 

要介護４ 約 309,380円 

要介護５ 約 362,170円 

利用するサービスの種類により利用限度額の金額は若干異なります。 

※支給限度額は、「単位」で管理され、本市の地域区分は「６級地」となり、サービスの種類によって、1単位が10

円、10.27円、10.33円、10.42円となっています。 

 

（４）施設サービスの利用者負担額について 

   施設サービスを利用された場合は、サービス費用の 1～３割と食費・居住費・日常生活費などを負担していただき

ます。その食費や居住費の具体的な金額は、利用者と施設の契約によって定められることになります。世帯に住民税

を課税されている方がいる場合は、下表の金額がめやすとなります。 

 

居住費・滞在費、食費の利用者負担額のめやす（日額） 

    居住費・滞在費 食 費 

ユニット型個室 1,970円 

1,392円 

（令和３年８月から1,445円） 

ユニット型個室的多床室 1,640円 

従来型個室（特養） 1,150円 

従来型個室（老健・療養型） 1,640円 

多床室（特養）   840円 

多床室（老健・療養型）   370円 

 

 

（５）居宅（在宅）サービスの種類と内容 

●訪問介護 <ホームヘルプサービス> 

 ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、排せつ、入浴の世話などの身体介護や掃除、洗濯、調理などの生活援助を行

います。   

                                                                      令和3年4月１日現在 

 

サービス提供事業者名 所在地 
通院等 

乗降介助 
電話番号 

1  居宅介護サービスてくてく 
大宮町七丁目2番33号 三和佐保川

ビル202 
 93-4186 

2  訪問介護ココピタスマイル 学園朝日元町一丁目1898番地の5  93-5612 
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3  ケアサポートさくらんぼ 田原春日野町44番地3  81-0008 

4  アークケアサポート富雄 帝塚山五丁目7番14号  55-8725 

5  訪問介護めいりーふ 
富雄北2丁目6-33 シティパレス21

富雄北313 
 87-0587 

6  あいりすケアステーション 富雄元町一丁目20番6-301号  41-7797 

7  訪問介護愛ハピネス 中山町1144-1、102号室  81-9037 

8  ほほえみ訪問介護ステーション 
中山町 1716 番地の 1 アネックス

101号 
 55-7611 

9  けいはんなヘルパーステーション中山町 中山町2番1  93-5902 

10  ヘルパー・め組 
般若寺町 164-7 レインボーマンシ

ョン般若寺103号 
 93-3282 

11  クオーレ介護サービス 古市町1773番地の1  64-0880 

12  訪問介護ステーション佐保の里 宝来三丁目１６番４号２階 ○ 52-7020 

13  メビウスまほろば訪問介護事業所 六条西四丁目6番20号  81-7693 

14  つなぐファクトリー 高畑町626-3  93-5601 

15  訪問介護ステーション八重桜 法蓮町410番地の2  20-7205 

16  
スーパー・コートあやめ池訪問介護事業

所 
あやめ池南１丁目３－２０  52-4852 

17  グランダあやめ池ケアステーション あやめ池南7-555-54  52-9797 

18  あすならハイツあやめ池訪問介護 あやめ池南二丁目2番16  45-1165 

19  
訪問介護ステーションナービス奈良あや

め池 
あやめ池北1丁目32番10-1  31-9007 

20  近鉄スマイルあやめ池ケアセンター あやめ池北2-4-17 ○ 49-1248 

21  はぁーと奈良ヘルパーステーション 大森町299番6  22-2315 

22  優花訪問介護ステーション 敷島町二丁目543番25号  48-4079 

23  ぐっど・たいむ 西大寺国見町三丁目5番5号  050-5004-4185 

24  訪問介護あゆみ 宝来一丁目6-8  93-4952 

25  
社会福祉法人奈良市社会福祉協議会奈良

事業所 
杏町79番地の4  93-3261 

26  けいはんなヘルパーステーション押熊 押熊町1526  52-6100 

27  カームネススマイル 押熊町３９５番１  40-5373 

28  訪問介護ブリッヂ 横井二丁目155番地の２  61-3456 

29  ソワン訪問介護センター 
鶴舞西町2-17ヴィラ学園前1階102

号室 
 52-5570 

30  サンケア 学園大和町１丁目1433－3 ○ 51-5787 

31  サンライフ明日香ヘルパーステーション 紀寺町556-1  20-1179 

32  てんきになあれ。 紀寺町684-4 ○ 27-1239 

33  訪問介護センター和楽園 古市町1886-1  63-5500 

34  介護支援センター鹿野園 古市町2139-14 ○ 62-6708 

35  株式会社すみれサポート 五条1-2-30  81-7511 

36  ハッピースマイル訪問介護センター 五条畑1-27-12-11  46-8823 
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37  ヘルパーステーション太陽 高天市町22-1 ○ 24-0488 

38  新高和介護サービス 高天市町49番地  93-9402 

39  岡谷会ホームヘルプステーション高畑 高畑町95-1  25-3032 

40  ヘルパーステーション左京 左京4丁目7-3  70-0028 

41  訪問介護友舞 左京四丁目3番地の5 ○ 71-6500 

42  
株式会社ノブタカライフサポート事業部

ライフサポート貴ヶ丘 

三碓 3-12-17 ライフサポート貴ヶ

丘１Ｆ 
 53-8100 

43  ヘルパーステーションチーム 
三碓 6-10-26エクセター帝塚山 203

号 
○ 47-7839 

44  奈良在宅ホスピス支援センターひばり 三碓6-9-22  41-5908 

45  株式会社ハートケア 
三碓三丁目 3 番 32 号ジョイハウス

Ａ棟102号 
○ 93-9996 

46  訪問介護クローバー 
三条大路1丁目2－3 コーポ三和新

大宮1号館 103号 
 55-7911 

47  ＮＰＯホームヘルプぐっど・たいむ 
三条町 512番地の 3 カーサフクム

ラ102号 
 34-8848 

48  ＳＯＭＰＯケア三条桧町訪問介護 三条桧町22-12  32-5650 

49  株式会社ケアプラスケアプラス奈良 
三条本町9番21号JR奈良伝宝ビル

4F 
 25-3035 

50  ならやま園ホームヘルプステーション 山陵町1085  41-8088 

51  株式会社ミルク 
四条大路二丁目 2 番 34 号ハイツ四

条大路A101号 
 93-3263 

52  エンジェルハート 七条一丁目36-45 ○ 55-7766 

53  ほっとハート 七条町100番地の4 ○ 30-2233 

54  サポート介護センター 芝辻町1-1-21 ○ 32-5605 

55  ヘルパーステーション奈良桃寿園 芝辻町4-12-4  34-1122 

56  介護支援センターわ 朱雀4-1-3  71-6082 

57  サンタ・マリア 朱雀4-3-10  71-7733 

58  ホームヘルプステーショングットライフ 朱雀5-3-10 ○ 70-5023 

59  わかくさ 
朱雀 6丁目 21番 2号 ハイツゲラ

ン103号 
○ 93-4278 

60  アイ訪問介護ステーション 朱雀五丁目16-15 ○ 72-1771 

61  やぐら訪問介護 
朱雀三丁目4番地15サニーハウス1

号地 
 72-3550 

62  介護相談センター福丸 
朱雀六丁目1番地14 コンフォート

朱雀Ⅱ3－A 
○ 71-0072 

63  ぽれぽれ秋篠 秋篠三和町1-1-21  30-5420 

64  有限会社安心ライフ 秋篠早月町9サンパレス3-102、103 ○ 32-5152 

65  ヘルパーステーション あきしの 秋篠町1432－1  53-3001 

66  平城園ホームヘルプステーション 秋篠町1567  45-9588 

67  ケアステーション奈良 左京3-11-8  72-2155 
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68  介護支援センターどんぐり 神殿町292番地2  95-9743 

69  みつわ会ケアセンター 神殿町６３０番地６  63-3803 

70  まーめいどヘルパーセンター 神殿町６４５番地の１  62-8847 

71  あけぼの会高齢者福祉事業センター 杉ケ町20  26-1446 

72  カームヘルパーステーション 菅原東1-9-7 ○ 44-7635 

73  ニチイケアセンター大和西大寺 菅原東1-23-22  53-6711 

74  有限会社ふぁみりーえいど 五条西1-29-17 ○ 93-3310 

75  吉田病院ホームヘルプステーション 西大寺赤田町1-7-1  52-0165 

76  株式会社ライフエール奈良店 西大寺南町１７番１３号 ○ 52-3501 

77  サンライフ西大寺ヘルパーステーション 西大寺南町1番28号  52-1179 

78  
けいはんなヘルパーステーションあやめ

池 
西大寺竜王町1-4-75  52-7702 

79  医療法人輝峰会介護支援かがやき 西登美ケ丘5-3-8  49-3497 

80  てまり 西木辻町121番地2‐201  81-8738 

81  訪問介護ステーションオネスティ 西木辻町146-5ハートフル21 ｰ 102  24-2538 

82  岡谷会ホームヘルプステーション 西木辻町200 ○ 20-5757 

83  
福祉相談サービスセンター・アメニティ

ーライフ・アシスト 
西木辻町91-4 ○ 26-2500 

84  総合在宅介護センターきらり 石木町41-1  52-2802 

85  エリシオン介護ステーション奈良 石木町800番地南事務所  93-3640 

86  
ホームケアー株式会社奈良ヘルパーステ

ーション 
川久保町6-1 ○ 32-4051 

87  ツクイ奈良 川之上突抜町10-1  20-1277 

88  訪問介護さくら 大安寺3-9-12マンション楠101 ○ 50-0020 

89  ケアサポートなずな 大安寺３丁目３番１５号-１０５  63-0616 

90  株式会社らくだ福祉会 
大安寺一丁目 2 番 17 号ロイヤルコ

ートHAL102号 
 81-8534 

91  ニチイケアセンター奈良 三条栄町10-5  30-6131 

92  有限会社テンダー・ハート 大宮町2-5-9-102  36-6390 

93  リールヘルパーステーション奈良 宝来町四丁目4番12号  93-3880 

94  株式会社まほろばケアセンター 大宮町6-1-11新大宮第二ビル3階  34-7401 

95  
スーパー・コートＪＲ奈良駅前訪問介護

事業所 
大宮町一丁目3番32号  30-4852 

96  株式会社三条メディック 大宮町四丁目241番地1  36-5503 

97  ヘルパーステーション ルピナス 
大宮町四丁目 275番地の 5 森村第

2ビル303号室 
 30-6585 

98  ハッピースタッフ奈良新大宮 
大宮町六丁目6番地の1アルファコ

ート204号室 
 32-3071 

99  特別養護老人ホーム長曽根寮 大倭町4-1  44-9346 

100  有限会社あんしん 中山町1251番地の1 ○ 45-7603 

101  ケア・サポートゆい 南京終町二丁目１２０１－１４ ○ 37-2937 

102  サポートセンター花花 中山町43番地  52-6031 
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103  株式会社まごころ福祉訪問介護事業所 中山町西4-535-526 ○ 48-5990 

104  ヘルパーステーション かごのき 中町2517番地の1  95-9061 

105  アクティブライフ中町倶楽部 中町5014  51-1165 

106  アップル学園前ヘルパーステーション 中登美ケ丘4-3 ○ 52-6620 

107  かぐや姫 鳥見町2-19-2  41-2955 

108  あすならホーム富雄 鳥見町3-11-1  53-1165 

109  なでし子 椿井町53-2 ○ 26-5018 

110  ヘルパーステーションアンジェロ 帝塚山二丁目21番21号  53-8600 

111  ぽれぽれ登美ヶ丘 登美ケ丘2-2-15  30-5102 

112  訪問介護事業所SHARA 東九条町1115-16 ○ 62-6871 

113  訪問介護ステーションほのぼの 東九条町125-1 ○ 62-5030 

114  
ハッピーガーデン大安寺ヘルパーステー

ション 
東九条町1448-1  63-8863 

115  ケアステーションこどの 東九条町185シャンポール山添105 ○ 63-3555 

116  介護センターすみれ 東九条町538 ○ 62-6655 

117  ヘルパーステーションあすか 
西九条町２－４－１０ウェルズ２

１西九条１０２ 
 77-6404 

118  ニチイケアセンター東九条 東九条町754-4  50-0377 

119  ホームヘルプステーションなかがわ 奈良阪町167番地  24-3311 

120  訪問介護ステーションつばさ 奈良阪町2750-2   ○ 25-3001 

121  アースサポート奈良 内侍原町46-1  27-6100 

122  訪問介護ステーションらくじ苑 南京終町19-1  23-4165 

123  ライフサポート奈良 南京終町3-397-2 ○ 62-2205 

124  訪問介護Step 南京終町7丁目571番地3  61-2255 

125  訪問介護いろは 南京終町四丁目337番地1  63-2772 

126  訪問介護おっはー 南京終町七丁目５６４番地４  81-3317 

127  有限会社ＩＳＤ 二条大路南二丁目2番22-1号 ○ 35-0222 

128  けいはんなヘルパーステーション 二名3-952-1 ○ 52-6570 

129  ヘルパーステーション マイライフ 二名3丁目1053番地1  46-6738 

130  スマイルメイク 柏木町519-19  30-0821 

131  訪問介護ステーションなら八条 八条五丁目437番10  36-7770 

132  訪問介護センターうさぎ 八島町270-25 ○ 62-8762 

133  ヘルパーステーションフリーダム２１ 般若寺町285-2  23-9064 

134  とみお診療所ホームヘルプステーション 
富雄元町二丁目７－２５ ＳＳＫ

ビル２０２号 
○ 46-9107 

135  訪問介護ステーション一福 富雄北三丁目9番15号  43-8350 

136  優倭ホームケアサービス 
平松二丁目２２番地３２号プロシ

ード１０１号室 
○ 40-5670 

137  在宅介護サービスラブ 法華寺町1376フルール一条202号 ○ 36-1766 

138  ばくのゆめ 法華寺町82番2  30-2892 

139  自立生活センター・サポート２４ 法蓮町1027-1若草ハイツ1階 ○ 26-6150 
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140  ニチイケアセンターほうれん 法蓮町1088-1ら・ほうれん1階  20-0255 

141  リッスンホームヘルプセンター 法蓮町1348番地  24-5466 

142  ケアステーション和 法蓮町471番地の1  35-7530 

143  訪問介護ステーション りーべ 
北之庄町 736番地の 1 奈良事務機

ビル本館１Ｆ 
 62-0711 

144  有限会社奈良ケアサービス 本子守町11久保ビル2階  23-5866 

145  訪問介護春 南紀寺町三丁目307-4  93-7320 

146  在宅介護輪 恋の窪1-8-16-2  33-7335 

147  訪問介護ハートランド奈良 恋の窪一丁目１８番１８号  30-5881 

148  訪問介護ステーションならまち 六条1-1-12  53-8808 

149  ハッピーガーデンヘルパーステーション 六条二丁目3‐12 ○ 
090-4036‐

8730 

150  たんぽぽ生活支援センター 六条西三丁目25番4号  40-1030 

151  介護老人保健施設ももたろう 都 友田町515番地の１  0743-82-1813 

152  訪問介護ステーションゆたか 油坂町1-8フレアコート奈良203  93-4781 

153  訪問介護センターみどり 大宮町六丁目３－２９－６０２  93-3321 

154  訪問介護事業所 紫陽花 
杏町５４６－１ワンルーフ１０－

１０１ 
 93-3620 

155  ヘルパーステーション ほほえみ 南紀寺町二丁目３４１－４  27-1080 

156  寧楽１０１０ 中山町１５１１－１－１０６  93-6700 

157  ケアサポートゆとり 五条畑一丁目5-39  93-7538 

158  グランダ学園前ケアステーション 学園大和町五丁目748-1  53-7725 

159  ニチイケアセンター学園前 
学園北一丁目 16-4 学園前パークヴ

ィラ302号室 
 53-2777 

160  ニチイケアセンターおしくま 神功四丁目1-8  70-5055 

161  ニチイケアセンター新大宮 
大宮町六丁目7-7 MC新大宮ビル105

号室 
 32-3230 

162  訪問介護 福助 南京終町一丁目89番地4  63-0800 

163  ハッピースタッフ奈良学園前 学園朝日町8番8号  53-2237 

164  有限会社サポートさくら あやめ池五丁目1番34号  46-9705 

165  訪問介護事業所 虹 法華寺町74番地の5  35-6748 

166  ＮＰＯ法人ライフケア王寺 奈良事務所 五条畑一丁目29番5号 ○ 45-8061 

167  リールヘルパーステーション都  都 白石町１１７８  0743-82-0456 

168  
一般財団法人沢井病院ヘルパーステーシ

ョン 
法蓮町602-1  23-6541 

169  訪問介護サービスひより 北永井町376 ○ 31-5705 

170  ナイスハート「桜」 中山町1324番地1  52-6399 

171  ホームケア土屋 奈良 
三条添川町 1-5 サンフェアリー703

号 
 050-3138-5802 

172  訪問ステーションみつばち あやめ池南五丁目12番44-201号  93-5004 

173  訪問介護ステーション縁 
押熊町 2211 エスポワール東登美ヶ

丘A101号 
 55-7732 

174  訪問介護ステーション碧 古市町1647-11  93-3173 
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●訪問看護 （介護予防訪問看護） 

 医師の指示に基づいて、看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当などを行います。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
電話番号 

1 
医療法人岡谷会訪問看護ステーションぬ

くもりポート 

西木辻町200 ○ 27-9808 

2 ぽれぽれ訪問看護ステーション 四条大路2-860-1 ○ 30-5320 

3 
訪問看護ハッピーリハビリ＆ナースステ

ーション 

六条二丁目18番1号 ○ 52-8804 

4 
訪問看護ステーション優 右京一丁目4番地 ○ 070-5436

-6613 

5 
吉田病院訪問看護ステーションほほえみ

ポート 

三碓2-1-6-304 ○ 41-3655 

6 
社会医療法人松本快生会訪問看護ステー

ション「なでしこ」 

学園大和町五丁目16 ○ 47-6012 

7 
あすならホーム高畑訪問看護ステーショ

ン 

高畑町469番地1 ○ 23-1165 

8 訪問看護ステーションひまわり北之庄 西九条町二丁目4番地10 ○ 81-3106 

9 訪問看護ステーションアップル登美ヶ丘 中登美ケ丘三丁目13番2 ○ 52-9191 

10 訪問看護ステーション・あいびす 三条桧町4-9 ○ 81-7504 

11 吉田病院訪問看護ステーションひだまり 右京3-2-2 ○ 71-9070 

12 ハローケア訪問看護ステーション奈良 三条大路五丁目1番28号 ○ 51-4112 

13 訪問看護ステーションひまわり秋篠 中山町124-6 ○ 95-9961 

14 訪問看護ステーション デューン奈良 大宮町二丁目4-27スカイヴィレッジ2階 ○ 36-3264 

15 
医療法人新仁会奈良春日病院訪問看護ス

テーションこまどり 

鹿野園町1212-1 ○ 23-6599 

16 訪問看護ステーション グットライフ 朱雀五丁目3-10 ○ 70-5093 

17 訪問看護ステーションあおい 中山町1251番地の1 ○ 51-8039 

18 
社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院訪

問看護ステーション野の花 

八条四丁目643番地 ○ 36-1881 

19 訪問看護ステーションあったかい 三碓町6-8-4 ○ 81-8601 

20 
医療法人康仁会西の京訪問看護ステーシ

ョンかがやき 

六条町99-2 ○ 35-1123 

21 

あいナース学園前訪問看護ステーション 学園朝日町 2 番 6 号ハイマート学園前

302号 

○ 51-7662 

22 
あすならハイツ恋の窪訪問看護ステーシ

ョン 

恋の窪一丁目2番2号 ○ 32-4165 

23 
一般財団法人沢井病院訪問看護ステーシ

ョン佐保 

法蓮町602番地1 ○ 26-8511 

24 訪問看護のうさぎ 北京終町36-1ハピネスハイツ404号室 ○ 81-7980 
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25 あかり訪問看護ステーション 大安寺二丁目7番5号1階 ○ 93-4071 

26 
ハッピーケア 奈良 大宮町六丁目 6 番地の 1 アルファコート

204号室 

○ 32-3071 

27 訪問看護ステーション アトム 神殿町158 グランドハイツ森川106号 ○ 93-3506 

28 ケアステーション和 法蓮町471番地の1 ○ 35-7530 

29 
訪問看護ステーション オレガノ 松陽台四丁目21-3ミールム松陽台B201

号室 

○ 53-3303 

30 訪問看護ステーションひまわり奈良 左京4-6-4 ○ 70-3555 

31 
社会医療法人松本快生会訪問看護ステー

ション「さわやか」 

鶴舞西町1番16号 ○ 40-1600 

32 エリシオン巡回型ステーション 石木町800 ○ 93-7221 

33 
社会福祉法人晃宝会訪問看護ステーショ

ンいちご 

南紀寺町1－209 あじさい第3ビル1階 ○ 27-4545 

34 けいはんな訪問看護ステーション 中山町2番１ ○ 52-6570 

35 訪問看護ステーション オアシスなら 二名五丁目1606番地の4 ○ 40-1800 

36 なら訪問看護リハビリステーション 大安寺二丁目3番13号 ○ 81-9620 

37 
訪問看護ステーションみのり奈良 三条添川町 1－5 サンフェアリーⅢ503

号 

○ 93-8970 

38 吉田病院訪問看護ステーションほおずき 西大寺赤田町1-7-1 ○ 45-4148 

39 訪問看護ステーションポシブル飛鳥 雑司町368－2 ○ 25-2355 

40 訪問看護ステーションあさがお 右京1-3-1、 5-105 ○ 71-0200 

41 訪問看護ステーションならまち 六条1-1-12 ○ 53-8808 

42 訪問看護ステーションツルーハート 法蓮町1934-11 ○ 20-2505 

43 リハビリ訪問看護ステーションルピナス 大宮町4-275-5森村第2ビル303号室 ○ 30-6585 

44 訪問看護ステーション佐保の里 佐保台二丁目902番地377 ○ 71-7200 

45 訪問看護ステーションアップル学園前 中登美ケ丘四丁目3番 ○ 51-2270 

46 訪問看護ステーション ひばり 三碓六丁目9番23号 ○ 49-8708 

47 訪問看護ステーション LIFE DESIGN 杉ヶ町86番8号MiRA1BLDG.Ⅲ３F ○ 22-1325 

48 訪問看護ステーションこもれび 押熊町1110－1 ○ 81-8165 

49 訪問看護ステーションあゆみ 宝来一丁目5番15-103号 ○ 93-5147 

50 ジョイライフ訪問看護ステーション 神殿町162-18 インナミマンション205 〇 93-9489 

※医療みなしによる指定を受けた事業所を除いて掲載しています。 
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●訪問入浴介護 （介護予防訪問入浴介護） 

浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問して、入浴サービスを行います。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
電話番号 

1 アースサポート奈良 内侍原町46-1 ○ 27-6100 

2 アサヒサンクリーン在宅介護センター奈良 法蓮町390-1 ｻﾝﾓｰﾙ新大宮101号 ○ 35-2071 

3 ケアファーム未来 新大宮 大宮町三丁目4-10矢埜ハイツ204号 ○ 24-7067 

 

●訪問リハビリテーション  (介護予防訪問リハビリテーション) 

 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して、機能訓練を行います。 

 

●居宅療養管理指導 （介護予防居宅療養管理指導） 

 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 

 

●通所介護 <デイサービス>  

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。 

                                          令和3年4月1日現在 

  
サービス提供事業者名 所在地 定員 電話番号 

1  デイサービスさきょう 左京四丁目3番6 20 70-2121 

2  
デイサービス八重桜平城 佐保台西町１２３番地 44 71-0243 

3  
ぽれぽれ四条大路リハサロン 四条大路二丁目858-1 30 30-5319 

4  

リッスンデイサービスセンター新大

宮 

芝辻町2-9-15 19 93-5930 

5  デイサービス太陽 あさひ 高天市町22番地の1 19 23-1389 

6  

リハプライド富雄 富雄北二丁目8番15号 ガーデンハ

イツ高川1Ｆ 

20 77-3180 

7  

けいはんなデイサービスセンター中

山町 

中山町2番1 20 93-5903 

8  ライサポデイくらぶ奈良 南京終町3丁目397－2 19 63-6835 

9  

メビウスまほろばデイサービスセン

ター 

六条西四丁目６番２０号 20 81-7828 

10  ゆうゆうあやめ池デイサービス あやめ池南6-1-43 27 52-1165 

11  ＬａＬａあやめ池デイサービス あやめ池南四丁目１番１２号 19 81-9033 

12  近鉄スマイルあやめ池トレ＆リハ あやめ池北2-1-1 40 53-3525 

13  近鉄スマイルあやめ池ケアセンター あやめ池北2-4-17 44 49-1248 

14  はあーと奈良デイサービス 大森町299番6 24 22-2353 

15  ポシブルイオン高の原店 右京1-6-1 イオンモール高の原3階 32 0774-75-2266 

16  ポシブル高の原 押熊町1278-1 45 53-7000 

17  ポシブル高の原ｎｅｘｔ 押熊町1278-1 23 53-7000 

18  

ミック登美ヶ丘デイサービスセンタ

ーゆめ 

押熊町2261 35 40-2350 
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19  デイサービス八重桜押熊 押熊町560番地 25 40-3300 

20  デイサービスそれいゆ学園前 学園朝日町7-9-1 30 41-6402 

21  

ナイスケアサポート・デイサービス

「桜」 

学園緑ケ丘三丁目５番１１号 30 47-6309 

22  デイ・サンライフ明日香 紀寺町556-1 30 20-1177 

23  香梅苑通所介護事業所 月ケ瀬尾山817-5 25 0743-92-2222 

24  デイサービスセンター時の刻 古市町１６９７－１ 48 63-3015 

25  デイサービス クオーレ 古市町1773番地の1 25 63-8007 

26  デイサービスセンター太陽 高天市町22-1 29 81-8501 

27  アロハデイサービス 高畑町783番地の4 20 27-6739 

28  ライフアートコミュニティ佐保の里 佐保台2-902-241 50 70-5020 

29  

リハビリデイサービスセンターひま

わり奈良 

左京4-6-1 30 70-2278 

30  
ポシブル春日野 雑司町368-2 43 24-0016 

31  デイサービスセンター聚楽苑 三松3-4-6 30 43-1139 

32  ヒューマンライフケア奈良 三条町321-3 30 85-1611 

33  ならやま園デイ・サービスセンター 山陵町1085 39 41-8088 

34  奈良デイサービスセンター 秋篠町1567番地 25 45-9588 

35  デイサービス友舞山陵 山陵町975番地の1 28 45-6511 

36  そよ風倶楽部デイサービスセンター 四条大路3-3-8-5 35 30-5550 

37  ツクイ奈良みあと 四条大路五丁目4番37号 45 32-3130 

38  

愛奈リハビリデイサービス 芝辻町4丁目2－9コーポラス新大宮

1Ｆ 

28 93-4790 

39  サンタ・マリア 朱雀4-3-10 35 71-7733 

40  デイサービスセンターグットライフ 朱雀5-3-10 20 70-5013 

41  デイサービス八重桜朱雀 朱雀一丁目3番12号 30 72-1131 

42  ＩＫＩ‐ＩＫＩ 秋篠三和町１丁目１－７－１０１ 34 44-0081 

43  社会福祉法人ならのは 神功4-25-9 40 70-3100 

44  デイサービスどんぐり 神殿町292番地2 22 95-9741 

45  リハビリデイ まーめいど 神殿町６４５番地の１ 19 63-7220 

46  ドリーム平田デイサービスセンター 杉ケ町51-7 杉ヶ町北ビル1F 30 26-2772 

47  

ライフアートコミュニティ佐保の里 

菅原デイサービスセンター 

菅原町298-1 40 53-2020 

48  ニチイケアセンター大和西大寺 菅原東1-23-22 27 53-6711 

49  
デイサービスみやび 西ノ京町250-1 30 35-2356 

50  介護予防サイクルハウス・あこだ 西大寺赤田町1-4-8 30 95-4315 

51  医療法人輝峰会堀池医院 西登美ケ丘5-3-8 19 43-3359 

52  

医療法人岡谷会デイサービスセンタ

ーせいび 

西木辻町200 35 24-4553 

53  リハビリデイサービスルピナス 西木辻町200-58 23 25-5070 

54  
リールデイサービス西木辻 西木辻町206やぎもとビル１Ｆ 30 21-6015 

55  ライフアートコミュニティ佐保の里 青山4-3 22 23-1020 
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青山デイサービスセンター 

56  KiyoリハビリPROS 石木町845番地の1 49 45-2620 

57  
万葉苑デイサービスセンター 川上町281 30 27-3308 

58  ツクイ奈良 川之上突抜町10-1 30 20-1277 

59  

ライフアートコミュニティ佐保の里 

新大宮デイサービスセンター 

大宮町三丁目4－18 35 30-3560 

60  特別養護老人ホーム長曽根寮 大倭町4-1 20 44-9346 

61  
デイサービスあおい 中山町1250番7号 34 45-7600 

62  デイサービスセンターとみのくに 中町3857 35 49-1392 

63  エリシオン学園前 中登美ケ丘1-1994-6 20 95-6200 

64  あすならホーム富雄 鳥見町3-11-1 20 53-1165 

65  ぽれぽれ登美ヶ丘 登美ケ丘2-2-15 19 30-5102 

66  リールデイサービス都祁 都祁白石町1178 25 82-5700 

67  デイサービス青い鳥 東九条町640-1 30 63-1837 

68  

かがやきのそのデイサービスセンタ

ー 

奈良阪町2789-1 30 25-2020 

69  デイサービスセンターらくじ苑 南京終町13-4 55 25-3550 

70  シニア青春倶楽部 南京終町19番地1 32 23-4165 

71  

パナソニックエイジフリーケアセン

ター奈良登美ヶ丘・デイサービス 

南登美ケ丘１５番１号 30 53-7801 

72  学園前西デイサービスセンター 二名3-1151-1 30 45-1243 

73  けいはんなデイサービスセンター 二名3-952-1 40 52-7555 

74  

デイサービスセンターらくじ苑“集

い” 

八条5-437-11 22 30-1800 

75  
リールデイサービス宝来 宝来四丁目4－12 30 93-8470 

76  モミの木デイサービスセンター 法蓮町1185 23 23-3516 

77  デイサービス八重桜 法蓮町410-2 57 20-7205 

78  和デイサービスセンター 法蓮町471番地の1 20 35-7530 

79  

一般財団法人沢井病院デイサービス

センター 

法蓮町602番地1 30 23-6541 

80  リハビリデイサービスアイリス 法蓮町632－2 30 77-7900 

81  あさひデイサービスセンター 北永井町384-1 30 63-2225 

82  

近鉄スマイル北登美ヶ丘ケアセンタ

ー 

北登美ケ丘2-15-7 45 41-1804 

83  
あすならホーム西の京 六条2-20-67 29 45-6541 

84  ハッピーデイリハビリ館西ノ京 六条2-3-12 27 52-8811 

85  ハッピーデイサービスセンター 六条2-7-28 36 52-8870 

86  特別養護老人ホーム西ノ京苑 六条西5-17-43 40 52-0888 

87  

リゾートデイサービスハッピーリラ

イフ 

六条西一丁目1番３３号 40 52-8837 

88  特別養護老人ホームあじさい園 茗荷町808-1 30 81-0878 

89  デイサービス ココピタ押熊 押熊町779-17 30 53-6501 
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90  デイサービス和 中山町西３－２０４－１ 25 53-0101 

91  春デイサービス 北市町８９－２ 25 20-6680 

92  デイサービス福助 南京終町一丁目89番地4 25 63-0800 

93  デイサービス八重桜西奈良 平松一丁目29-9 44 51-1010 

●通所リハビリテ-ション （介護予防通所リハビリテ-ション）＜デイケア＞ 

日帰りで医療機関や介護老人保健施設に通い、リハビリテ-ションを受けます。 

                                     令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 
医療法人岡谷会介護老人保健施設やく

しの里 

高畑町210 ○ 35 24-1313 

2 
医療法人宝山会介護老人保健施設 

「桜の里」 

八条5-437-10 ○ 20 36-3666 

3 
医療法人宝山会介護老人保健施設 

「佐保の里」 

八条5-437-8 ○ 20 30-6662 

4 
介護老人保健施設秋篠 秋篠町1432-1 ○ 40 53-3001 

5 介護老人保健施設アップル学園前 中登美ケ丘4－3 ○ 95 51-2200 

6 介護老人保健施設アンジェロ 帝塚山2-21-21 ○ 80 44-3300 

7 
介護老人保健施設サンライフ奈良 南肘塚町205-1 ○ 30 22-1177 

8 
介護老人保健施設ももたろう 都祁友田町515-1 ○ 30 0743- 

82-1813 

9 
介護老人保健施設ロイヤルフェニック

ス 

六条町99-2 ○ 80 35-1313 

10 
社会医療法人松本快生会介護老人保健

施設大和田の里 

丸山2-1220-163 ○ 20 51-6003 

※医療みなしによる指定を受けた事業所を除いて掲載しています。
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●短期入所生活介護 （介護予防短期入所生活介護）<ショートステイ> 

介護老人福祉施設などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 あすならハイツあやめ池ショートステイ あやめ池南二丁目2番16 ○ 20 45-1165 

2 あすならハイツ恋の窪ショートステイ 恋の窪一丁目２番２号 ○ 20 32-4165 

3 あすならホーム富雄 鳥見町3-11-1 ○ 20 53-1165 

4 ウェルライフ希 大和田町1166番地 ○ 10 53-0251 

5 エリシオン登美ヶ丘 松陽台2-3-33 ○ 5 95-6800 

6 おうとくケアセンター 神殿町西谷691-3 ○ 20 50-5515 

7 学園前西ショートステイ 二名3-1151-1 ○ 20 45-1243 

8 
香梅苑短期入所生活介護事業所 月ヶ瀬尾山817-5 ○ 10 0743- 

92-2222 

9 サンタ・マリア 朱雀4-3-10 ○ 10 71-7733 

10 
社会福祉法人大和清泉会特別養護老人ホー

ムこまどりと丘 

二名一丁目2356番地の1 ○ 10 51-7351 

11 ショートステイらくじ苑 八条5-437-11 ○ 20 30-1800 

12 短期入所生活介護事業所 光の桜 石木町715番1 ○ 10 51-7537 

13 
都祁すずらん苑 都祁友田町1437 ○ 16 0743- 

82-2822 

14 特別養護老人ホームあじさい園 茗荷町808-1 ○ 16 81-0878 

15 特別養護老人ホームあじさい園宝 南肘塚町99番1 ○ 10 24-0878 

16 特別養護老人ホームかがやきの苑 奈良阪町2789-1 ○ 10 25-2020 

17 特別養護老人ホームこがねの里 西大寺赤田町1-7-1-2 ○ 25 52-4315 

18 特別養護老人ホームサンライフ明日香 紀寺町556-1 ○ 10 20-1177 

19 特別養護老人ホームサンライフ西大寺 西大寺南町1番28号 ○ 10 52-1177 

20 特別養護老人ホームトマトホーム 横井町906-12 ○ 10 62-8880 

21 特別養護老人ホーム長曽根寮 大倭町4-1 ○ 16 44-9346 

22 
特別養護老人ホームなら清寿苑 田中町602番1 ○ 空床

利用 

50-3551 

23 特別養護老人ホーム西ノ京苑 六条西5-17-43 ○ 26 52-0888 

24 特別養護老人ホーム梅花苑 大和田町2226 ○ 10 52-0221 

25 特別養護老人ホーム平城園 秋篠町1567 ○ 10 45-9588 

26 特別養護老人ホームリノ 窪之庄町116-1 ○ 10 64-3500 

27 特別養護老人ホーム和楽園ショートステイ 古市町1886-1 ○ 16 63-5502 

28 ならやま園ショートステイサービス 山陵町1085 ○ 16 41-8088 

29 万葉苑ショートステイサービス 川上町875-1 ○ 14 27-1887 

30 吉田病院ショートステイ 西大寺赤田町一丁目7番1号 ○ 18 45-4601 

31 ル・エンゲージなかがわ3番館 奈良阪町167 ○ 10 24-3311 
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●短期入所療養介護 （介護予防短期入所療養介護）<医療型ショートステイ> 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
電話番号 

1 医療法人岡谷会介護老人保健施設やくしの里 高畑町210 ○ 24-1313 

2 医療法人新仁会奈良春日病院 鹿野園町1212-1 ○ 24-4771 

3 医療法人宝山会介護老人保健施設「桜の里」 八条五丁目437番10 ○ 36-3666 

4 医療法人宝山会介護老人保健施設「佐保の里」 八条5-437-8 ○ 30-6662 

5 介護老人保健施設秋篠 秋篠町1432-1 ○ 53-3001 

6 介護老人保健施設アップル学園前 中登美ケ丘4－3 ○ 51-2200 

7 介護老人保健施設アンジェロ 帝塚山2-21-21 ○ 44-3300 

8 介護老人保健施設エリシオン石木の里 石木町799番地 ○ 93-7817 

9 介護老人保健施設サンライフ奈良 南肘塚町205-1 ○ 22-1177 

10 介護老人保健施設ももたろう 都祁友田町515-1 ○ 0743-82-1813 

11 介護老人保健施設ロイヤルフェニックス 六条町99-2 ○ 35-1313 

12 
社会医療法人松本快生会介護老人保健施設大和

田の里 

丸山2-1220-163 ○ 51-6003 

 

●福祉用具の貸与 （介護予防福祉用具貸与） 

要介護（要支援）状態となった場合でも利用者が、出来るだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように福祉

用具を貸与することで、日常生活上の便宜を図り、介護者の負担を軽減するものです。 

【福祉用具貸与に係る福祉用具の種目】：車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変

換器、手すり、スロ-プ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移

動用リフト（つり具の部分を除く。）、自動排泄処理装置 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
電話番号 

1 アップル学園前ヘルパーステーション 中登美ケ丘4-3 ○ 52-6620 

2 いわしや森川医療器株式会社 四条大路2-2-27 ○ 33-7180 

3 ウェルライフサポート 朱雀6-2-15 ○ 70-5032 

4 株式会社愛安住奈良営業所 西九条町二丁目13番6号 ○ 50-1833 

5 株式会社カワサキ 京終地方西側町13-7 ○ 23-1227 

6 株式会社三笑堂奈良中央支店 八条町356 ○ 32-3413 

7 
株式会社まほろばケアセンター 大宮町 6-1-11 新大宮第二ビル 3

階 

○ 34-7401 

8 
株式会社ユースコ 富雄元町二丁目 7-25ＳＳＫビル

0705号 

○ 51-3908 

9 株式会社ユーヒナ奈良 北之庄町３８番地の９ ○ 50-0965 

10 近鉄スマイルライフ奈良支店 あやめ池北二丁目1番1号 ○ 51-7091 

11 ケアサポートかがやき 法蓮町635-1山末ビル305 ○ 23-2949 

12 けいはんな福祉用具センター 西大寺竜王町1－4－75 ○ 52-7702 
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13 小山株式会社 大森町47番地の3 ○ 93-5822 

14 サポート介護センター 芝辻町1-1-21 ○ 32-5605 

15 総合在宅介護センターきらり 石木町41-1 ○ 52-2802 

16 

 

ニチイケアセンターほうれん 法蓮町1088-1ら・ほうれん1階 ○ 20-0255 

17 日本ホスピタルサポート有限会社 七条町100番地の4 ○ 30-2233 

18 パナソニックエイジフリーショップ北和 芝辻町二丁目10番10号 ○ 30-3600 

19 福祉用具のリリー 西九条町195番地 ○ 81-4771 

20 フランスベッド株式会社メディカル奈良営業所 尼辻北町2-4 ○ 30-6211 

21 みんなの介護用品専門店 法蓮町334-1 ○ 93-7790 

22 有限会社エイジング 押熊町１１１０番の１ ○ 52-7008 

23 有限会社マイムメディカルサポート 三碓6-9-22 ○ 41-5908 

24 福祉用具いまにし 此瀬町353番地 〇 81-0022 

25 合同会社ＤＡＹＳ 疋田町三丁目 2 番地の１７ハイ

ツ金澤２０２号 

〇 93-6104  

26 ライフコラボ合同会社 学園大和町六丁目７０８－１－

４３１ 

〇 090-7107-

9530 

27 ナニワ商事株式会社ヘルスケア事業部 奈良営

業所 

佐保台西町71 〇 71-2749 

 

 

●福祉用具購入費の支給 （介護予防福祉用具購入費の支給） 

福祉用具の購入費として１年度間で10万円までが対象になります（保険給付は7～9万円が限度）。 

指定事業所での購入が対象となります。 

【福祉用具購入費の支給に係る特定福祉用具の種目】：腰掛便座（水洗ポータブル含む）、自動排泄処理装置の交換可能

部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 

 

●住宅改修費の支給 （介護予防住宅改修費の支給） 

家庭での手すりの取り付けや段差の解消等、小規模な改修の費用について 20万円までが対象になります。着工前に市へ

の申請が必要です（保険給付は14～18万円が限度）。 

【住宅改修費の支給に係る住宅改修の種目】：手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための

床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器

の取替え（洋式便器の位置・向きの変更含む） 

 

●特定施設入居者生活介護 （介護予防特定施設入居者生活介護） 

有料老人ホームやケアハウスなどに入居している方が、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受

けます。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 Charm（チャーム）奈良公園 東紀寺町1-11-5 ○ 60 20-0360 

2 ウェルライフ希 大和田町1166番地 ○ 50 53-0251 

3 
エスティームライフ学園前 大倭町1-35 ○ 76 47-4165 

4 エリシオン学園前 中登美ケ丘1-1994-6 ○ 92 95-6200 
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5 エリシオン登美ヶ丘 松陽台2-3-33 ○ 50 95-6800 

6 
介護付有料老人ホームやまと 窪之庄町721番地 ○ 70 0743-65-35

51 

7 
介護付有料老人ホーム らくじ苑 大和西

大寺 

西大寺南町6－11 ○ 90 49-4165 

8 介護付有料老人ホーム春日苑 三松3-640-1 ○ 52 45-8834 

9 介護付有料老人ホーム なら八条 八条5-489-1 ○ 56 36-9000 

10 ケアハウスなら清寿苑 田中町602番1 ○ 30 50-6335 

11 
ききのもり奈良駅前 三条本町2番20号 ○ 65 26-6603 

12 
特定施設入居者生活介護ケアハウス茂毛蕗

園 

大倭町4-36 ○ 50 40-1165 

13 
特定施設入居者生活介護ケアハウス八重垣

園 

大倭町5番27号 ○ 30 41-8575 

14 
介護付有料老人ホーム彩りの郷‘なら’白

寿苑 

法蓮佐保山1-8-30 ○ 65 24-4165 

15 
ベルパージュ奈良あやめ池 ケアレジデン

ス 

あやめ池北1丁目32番10-1 ○ 48 31-9005 

16 養護老人ホーム和楽園 古市町1886-1 ○ 125 63-5501 

 

（６）地域密着型サービス 

高齢者等の方が、中程度の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるように

するため、日常生活圏域内にサービスの拠点をおき、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練等のサービスの提供を受けます。 

奈良市には次の施設があります。 

 

●地域密着型通所介護 

  小規模なデイサービスセンター等に通い、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等を受けるサービスです。 

                                          令和3年4月１日現在 

 

サービス提供事業者名 所在地 定員 電話番号 

1 あすならハイツあやめ池デイサービス あやめ池2-2-16 18 45-1165 

2 樹楽団らんの家 富雄 富雄川西1-18-31 10 93-4673 

3 リハビリライフつむぎ 中山町7-1 10 93-6692 

4 だんらんの家 京終 南京終町七丁目522番2号 10 62-8770 

5 ペルメールケア奈良六条 六条二丁目4-8 10 93‐5710 

6 シニアクラブハウスまいん あやめ池南1-5-25 17 46-0267 

7 特別養護老人ホームトマトホーム 横井町906-12 10 62-8880 

8 デイサービスロココ 学園朝日元町二丁目527番15号 10 40-5750 

9 吉祥寺デイサービス 学園北一丁目15番1号 10 52-5551 

10 ききょうデイサービス 学園北一丁目15番地102号 10 45-5005 

11 デイサービスセンターらくじ苑学園前 学園北一丁目３－２ 18 40-4165 

 

12 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会月ヶ

瀬事業所 
月ケ瀬尾山1124 18 07439-2-0204 
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13 デイサービスセンター和楽園 古市町1886-1 10 63-5503 

14 ぬくもりの家 五条畑1-27-12-11 7 46-8823 

15 デイサービスゆうか 今市町361-6 10 93-7652 

 

16 
生活屋すみれ 

佐紀町2412番地の1アイリスハイツ

2号館1F 
10 33-2288 

17 平城山デイハウスよつば 佐保台西町62 10 70-4855 

 

18 

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会鳥見

デイサービスセンター“ふらっと” 
三碓町2204番地 12 93-3731 

19 温浴サプリ・機能訓練ハーフデイ奈良日和 三条大路一丁目8番8号 18 35-7130 

20 レコードブック奈良三条 三条大路二丁目1番10号 15 30-3032 

21 ぽれぽれ四条大路 四条大路2-860-1 10 30-5314 

22 デイサービスセンター奈良桃寿園 芝辻町4-12-4 15 34-1122 

23 デイサービスセンター朱雀苑 朱雀1-8-5 10 71-8639 

24 高の原ディサービス 朱雀6-2-15 15 70-5031 

25 デイサービス自立未来 朱雀6丁目16－5 10 87-0861 

26 

サンタ･マリアデイサービスセンター“ゆ

り” 
朱雀四丁目３番地１ 10 71-7733 

27 

 
ぽれぽれ秋篠 秋篠三和町1-1-21 10 30-5420 

28 ぽれぽれ秋篠Ⅱ 秋篠三和町1-388-11 12 43-1810 

29 おうとくケアセンター 神殿町西谷691-3 15 50-5515 

30 有限会社ふぁみりーえいど 五条西1-29-17 11 93-3310 

31 特別養護老人ホームこがねの里 西大寺赤田町1-7-1-2 18 52-4315 

32 デイ・サンライフ西大寺 西大寺南町1番28号 15 52-1177 

33 デイサービス登美の森 西登美ケ丘7-13-31 14 53-0880 

34 デイサービスさいび 西木辻町206やぎもとビル1F 18 55-9762 

35 総合在宅介護センターきらり 石木町41-1 13 52-2802 

36 

温浴サプリ・機能訓練ハーフデイ奈良日和

２nd 

石木町９２番地イオンタウン富雄南

内 
18 53-7750 

37 希デイサービス 大和田町1166番 10 51-5071 

38 

 
特別養護老人ホーム梅花苑 大和田町2226 15 52-0221 

39 デイサービス「桜和」 中山町1324番1 10 52-6399 

40 ていくていく 鳥見町2-19-2 14 41-2955 

41 あんぱん 椿井町53-2 7 26-5018 

42 レコードブック奈良学園前 登美ケ丘4-4-4 15 53-8350 

43 老人デイサービスセンター都祁すずらん

苑 
都祁友田町1437 18 0743-82-2822 

44 ハッピーデイリハビリ館大安寺 東九条町1448－1 18 63-8864 

45 デイサービス東九条ひかり 東九条町720-1 10 63-0763 

46 元気サポート 和ごころ 南永井町405番地 10 62-1960 

47 愛音デイサービスセンター 南京終町1丁目21番地の6 10 63-5880 
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48 機能訓練デイサービス 壮寿 リハトレ

広場 
南京終町一丁目154番地の6 18 61-5889 

49 社会福祉法人大和清泉会こまどりと丘デ

イサービスセンター 
二名一丁目2356番地の1 18 51-7351 

50 華舞デイサービスセンター 敷島町二丁目543番25 10 48-4079 

51 ハナミズキ 宝来三丁目16番5号 10 53-8550 

52 ジョイーレ法華寺機能訓練デイサービス 法華寺町1210TMビル105号室 15 32-1520 

53 ジョイーレ奈良機能訓練デイサービス 法華寺町303－1 10 31-7044 

54 リッスンデイサービスセンター 法蓮町1348 10 24-5466 

55 よりあい処れん 法蓮町973番地 10 31-5661 

56 デイサービスやすらぎ空間 北永井町344-45 6 63-1234 

57 デイホームかなで六条 六条西3-14-4 10 45-7150 

58 デイサービスかなで家 六条西3-14-5 10 45-7150 

59 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会都祁

事業所 
藺生町1922-8 18 0743-82-2624 

60 あすならハイツ恋の窪デイサービス 恋の窪一丁目2番2号 15 32-4165 

61 デイサービス・青い鳥大宮 大宮町二丁目3-4-103 10 32-1838 

62 デイサービスきたえるーむ奈良帝塚山 帝塚山二丁目21-25 10 93-7553 

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  定期的な巡回又は随時通報により、居宅において入浴・排せつ・食事等の援助を受けるサービスです。 

令和3年4月1日現在 

 
サービス提供事業者名 所 在 地 電話番号 

1 あすならハイツあやめ池安心システム あやめ池南二丁目2番16 45-1165 

2 あすならハイツ恋の窪安心ケアシステム 恋の窪一丁目2番2号 32-4165 

3 あすならホーム富雄 安心ケアシステム 鳥見町３丁目１１－１ 53-1165 

4 あすならホーム西の京安心ケアシステム 六条二丁目20-67 45-6541 

5 安心サポートダイヤル「桜」 中山町1324番地1 52-6399 

6 エリシオン巡回型ステーション 石木町800 93-7271 

7 けいはんな定期巡回・随時対応型訪問介護看護 二名三丁目952-1 52-6570 

8 

 

スーパー・コートＪＲ奈良駅前定期巡回随時対応型訪問介護

看護事業所 
大宮町一丁目3番32号 

 

30-4852 

9 デイ＆ナイト訪問サービス八重桜 法蓮町410番地の2 20-7205 

10 定期巡回・随時対応型訪問介護看護あんしん 中山町１２５1番地の１ 45-0115 

 

●夜間対応型訪問介護 

要介護者が夜間における定期的な巡回訪問等により、居宅において入浴・排せつ・食事等を受けるサービスです。 

令和3年4月1日現在 

事業所名 所 在 地 電話番号 

令和3年4月1日現在  登録事業所はありません。 
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●認知症対応型通所介護 （介護予防認知症対応型通所介護） 

認知症の方がデイサービスセンターなどに通い、リハビリテ-ションなどを受けます。 

令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 アクティブライフ中町倶楽部 中町5014 ○ 19 51-1165 

2 共用型認知症対応デイサービス らくじの杜 南京終町19番地1 ○ 3 23-4160 

3 「kumiki」 中山町45番地７９ ○ 12 41-2933 

4 サンタ・マリア 朱雀4-3-10 ○ 12 71-7733 

5 デイサービス太陽 高天 高天市町22番地の1 ○ 12 81-8501 

6 デイハウス八重桜 法蓮町410-2 ○ 12 20-7205 

7 デイホーム・「桜」 中山町1324-1 ○ 20 52-6399 

8 
ニチイケアセンター奈良西大寺 西大寺国見町三丁目 5 番 12

号 

 3 52-6361 

9 認知症対応型デイサービスこと音 朱雀1-7-15 ○ 12 72-3571 

10 ぽれぽれ四条大路 四条大路2-860-1 ○ 6 30-5314 

11 ぽれぽれ登美ヶ丘 登美ケ丘2-2-15 ○ 3 30-5102 

12 ミック登美ヶ丘デイサービスセンターあい 押熊町2261 ○ 12 40-2350 

13 リッスンコミュニティーセンター 法蓮町1348番地 ○ 10 24-5466 

 

●小規模多機能型居宅介護 （介護予防小規模多機能型居宅介護） 

要介護者等の様態や希望に応じて、「通い」を中心に随時「訪問」や「泊まり」の提供を受けるサービスです。 

                                          令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 あすならホーム今小路多機能型ケアホーム 今小路町29番1 ○ 29 26-1165 

2 あすならホーム西の京多機能ケアホーム 六条2-20-67 ○ 29 45-6541 

3 いくしゅう庵 紀寺町400-8 ○ 25 20-4166 

4 かさね奈良駅前 三条本町2-20  29 20-6514 

5 阪原コスモスの里 阪原町803番1 ○ 29 87-1244 

6 小規模多機能型居宅介護 ならの郷 菩提山町241－1 ○ 29 81-1101 

7 小規模多機能ホームあかりの家 西大寺赤田町1-2-15  25 93-7030 

8 小規模多機能ホームアンジェロ三碓の里 学園大和町三丁目4番 ○ 29 51-1500 

9 フレンド倶楽部学園前 西登美ケ丘7-13-31 ○ 24 53-0883 

10 
ミック登美ヶ丘 小規模多機能型サービス

「はな」 
押熊町2261 

 29 40-2350 
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●認知症対応型共同生活介護  (介護予防認知症対応型共同生活介護) <グループホーム> 

  認知症の方が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。（要支援2以上でな

いと入居できません。） 

                                            令和3年4月1日現在 

  サービス提供事業者名 所 在 地 
介護予防 

サービス 
定員 電話番号 

1 愛の家グループホーム大和西大寺 菅原東2-21-14 ○ 18 52-6530 

2 あすならハイツあやめ池グループホーム あやめ池南二丁目2番16 ○ 18 45-1165 

3 あすならホーム高畑 グループホーム 高畑町469番1 ○ 18 23-1165 

4 医療法人田北クリニックグループホームあみ 二条町2-3-18 ○ 27 36-3166 

5 学園前西グループホーム 二名3-1148 ○ 27 45-1243 

6 春日グループホーム雪・月・花 白毫寺町900-1 ○ 27 20-7227 

7 グループホーム ならの郷 菩提山町241番地１ ○ 9 81-1101 

8 グループホーム らくじの杜 南京終町19番地1 ○ 18 23-4160 

9 グループホームあじさい園 茗荷町808-1 ○ 18 81-0878 

10 グループホームあん 西千代ケ丘3-7-9-2 ○ 6 47-5366 

11 グループホームアンジェロ三碓の里 学園大和町3丁目4番 ○ 18 51-1500 

12 グループホームエル・ハヤシ学園前センター 学園朝日町12-10 ○ 24 52-7606 

13 グループホームそれいゆ学園前 学園朝日町7-9-1 ○ 18 41-6736 

14 グループホームとみのくに 中町3857 ○ 15 49-1392 

15 グループホームどんぐり 中山町1748-1 ○ 9 52-5881 

16 グループホーム花水木 古市町2157番地5 ○ 9 61-5556 

17 グループホームふれあい秋篠 中山町1146-1 ○ 18 40-2105 

18 グループホームふれあい東九条 東九条町886-1 ○ 18 50-0025 

19 グループホームまごころ 朱雀6-6-8 ○ 6 71-2939 

20 こくせい館 法華寺町1416-1 ○ 18 33-6514 

21 古都の家学園前 二名東町3750-2 ○ 18 40-1315 

22 
社会福祉法人ならのはグループホーム楓・

メイプルリーフ 
神功4-25-9 

○ 18 70-3100 

23 ディーディー学園前 Ⅲ・Ⅳ 学園緑ケ丘1-9-12 ○ 12 40-4867 

24 ディーディー学園前Ⅰ・Ⅱ 南登美ケ丘17-3 ○ 12 40-4867 

25 ニチイケアセンター奈良西大寺 西大寺国見町三丁目5番12号 ○ 18 52-6361 

26 認知症高齢者グループホームなら清寿苑 田中町602－1 ○ 18 50-3551 

27 フレンド尼ヶ辻 尼辻西町8－10 ○ 9 51-7700 

28 フレンド学園前登美の森 西登美ケ丘7-13-31 ○ 18 53-0881 

29 フレンド高の原 朱雀6-2-15 ○ 9 70-5031 

30 ホームケアー学園北 学園朝日町6-11-1 ○ 9 52-8558 

31 ホームケアー学園南 学園南3-13-3 ○ 18 44-1507 

32 ホームケアー奈良 川久保町6-1 ○ 18 23-0143 

33 ぽれぽれ四条大路 四条大路2-860-1 ○ 18 30-5315 

34 ぽれぽれ登美ヶ丘 登美ケ丘2-2-15 ○ 9 30-5102 

35 ミック登美ヶ丘グループホーム 押熊町2261 ○ 9 40-2350 
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36 ニチイケアセンター奈良 三条栄町10-5 〇 18 32-5220 

37 あすならホーム今小路グループホーム 今小路町29-1 〇 18 26-1165 

38 グループホーム メビウスまほろば 六条西四丁目6番20号 〇 18 81-7380 

 

●看護小規模多機能型居宅介護 

 要介護者等の様態や希望に応じて、「通い」や「訪問(介護・看護)」、「泊まり」の提供を受けるサービスです。 

                                            令和3年4月1日現在 

 サービス提供事業者名 所在地 定員 電話番号 

1 
看護小規模多機能型居宅介護アップル登美

ヶ丘 
中登美ケ丘三丁目13番2 25 52-9191 

2 
あすならホーム高畑 看護多機能型ケアホ

ーム 
高畑町469番1 29 23-1165 

3 看護小規模多機能型居宅介護事業所バリエ 七条西町２丁目928番地 29 48-1500 

 

（７）施設サービスの種類と内容（要介護１以上でないと入所できません。） 

 

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（原則要介護3以上の方） 

  日常生活で常に介護が必要で、自宅での介護が困難な場合に入所し、必要なサービスを受けます。奈良市内では、次

の施設があります。  

 令和3年4月1日現在 

  施  設  名 所  在  地 定員 電話番号 

1 特別養護老人ホームならやま園 山陵町1085 84 41-8088 

2 特別養護老人ホーム長曽根寮 大倭町4-1 84 44-9346 

3 特別養護老人ホームあじさい園 茗荷町808-1 54 81-0878 

4 特別養護老人ホーム平城園 秋篠町1567 70 45-9588 

5 サンタ・マリア 朱雀4-3-10 80 71-7733 

6 特別養護老人ホーム万葉苑 川上町875-1 73 27-1887 

7 特別養護老人ホーム西ノ京苑 六条西5-17-43 114 52-0888 

8 特別養護老人ホームこがねの里 西大寺赤田町1-7-1-2 85 52-4315 

9 特別養護老人ホームなら清寿苑 田中町602番1 50 50-3551 

10 学園前西特別養護老人ホーム 二名3-1151-1 50 45-1243 

11 特別養護老人ホーム和楽園 古市町1886-1 84 63-5502 

12 特別養護老人ホームサンライフ明日香 紀寺町556-1 50 20-1177 

13 特別養護老人ホームかがやきの苑 奈良阪町2789-1 50 25-2020 

14 特別養護老人ホームらくじ苑 八条5-437-11 85 30-1800 

15 特別養護老人ホームリノ 窪之庄町116-1 85 64-3500 

16 特別養護老人ホーム梅花苑 大和田町2226 60 52-0221 

17 特別養護老人ホームトマトホーム 横井町906-12 40 62-8880 

18 ル・エンゲージなかがわ3番館 奈良阪町167 50 24-3311 

19 特別養護老人ホーム 光の桜 石木町715番1 50 51-7537 

20 
社会福祉法人大和清泉会特別養護老人ホームこ

まどりと丘 
二名一丁目2356番地の1 50 51-7351 

21 学園前西特別養護老人ホーム（ユニット型） 二名三丁目1151番地1 30 40-0810 
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22 特別養護老人ホームあじさい園宝 南肘塚町99番1 50 24-0878 

23 特別養護老人ホームサンライフ西大寺 西大寺南町1番28号 50 52-1177 

24 特別養護老人ホーム香梅苑 月ｹ瀬尾山817-5 50 0743-92-2222 

25 都祁すずらん苑 都祁友田町1437 84 0743-82-2822 

26 特別養護老人ホーム平城園(ユニット型) 秋篠町1567 40 45-9588 

 

●介護老人保健施設 （老人保健施設） 

  病状が安定し、リハビリテ-ションに重点を置いたケアが必要な場合に入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練

などを受けます。奈良市内では、次の施設があります。 

令和3年4月1日現在 

 施  設  名 所  在  地 定員 電話番号 

1 
社会医療法人松本快生会介護老人保健施設大和

田の里 
丸山2-1220-163 82 51-6003 

2 医療法人宝山会介護老人保健施設「佐保の里」 八条5-437-8 80 30-6662 

3 介護老人保健施設アンジェロ 帝塚山2-21-21 100 44-3300 

4 介護老人保健施設秋篠 秋篠町1432-1 150 53-3001 

5 医療法人岡谷会介護老人保健施設やくしの里 高畑町210 90 24-1313 

6 医療法人宝山会介護老人保健施設「桜の里」 八条五丁目437番10 100 36-3666 

7 介護老人保健施設エリシオン石木の里 石木町799番地 100 93-7817 

8 介護老人保健施設サンライフ奈良 南肘塚町205-1 66 22-1177 

9 介護老人保健施設ロイヤルフェニックス 六条町99-2 150 35-1313 

10 介護老人保健施設アップル学園前 中登美ｹ丘4-3 100 51-2200 

11 介護老人保健施設ももたろう 都祁友田町515-1 80 
0743-82-18

13 

 

●介護医療院 

  長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所し、医療や看護又は介護などを受けます。内では、次の施設がありま

す。 

                                            令和3年4月1日現在 

 施  設  名 所  在  地 定員 電話番号 

1 医療法人新仁会奈良春日病院介護医療院 鹿野園町1212-1 152 24-4771 

 

４．利用者負担の軽減等 

（１）高額介護サービス費 

   同一世帯で１ヶ月にかかる介護サービスの利用者負担額（施設等での食費・居住費は、支給の対象にはなりません。）

が利用者負担上限額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。 

利用者負担段階 世帯課税区分 利用者負担上限額 

第１段階 
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税

非課税の方 
15,000円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額

の合計が80万円以下の方 
15,000円 

第３段階 世帯全員が市民税非課税で上記に該当しない方 24,600円 
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※1 1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間の上限額を446,400円（37,200円×12か

月）とする緩和措置があります。  

※2 同一世帯に課税所得145万円以上の第１号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、２人以上520万円以上の人 

※3 令和３年８月１日より、現役並所得者の収入要件及び世帯の上限額が以下のように改正となります。 

利用者負担段階 世帯課税区分 利用者負担上限額 

 

現役並み所得者 

年収約383万円以上～同770万円未満 44,400円 

年収約770万円以上～同1,160万円未満 93,000円 

年収約1,160万円以上 140,100円 

 

 

 

（２）負担限度額の認定（居住費・食費） 

   介護保険施設への入所及び短期入所されている方で、所得の低い方は申請をすれば、下表の負担限度額（日額）ま

での負担となります。 

【令和３年７月３１日まで】 

 
負担限度額 

基準費用額 
第１段階 第２段階 第３段階 

食   費 300円 390円 650円 1,380円 

居住費 

多床室（特養） 0円 370円 370円 840円 

多床室（老健・療養型） 0円 370円 370円 370円 

従来型個室（特養） 320円 420円 820円 1,150円 

従来型個室（老健・療養型） 490円 490円 1,310円 1,640円 

ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,640円 

ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,970円 

 

※１ 利用者負担第１段階：生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

   利用者負担第２段階：世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が 80

万円以下の方  

   利用者負担第３段階：世帯全員が市民税非課税で上記に該当しない方 

※２ 次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。 

   ①市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合 

   ②市民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超え

る場合 

 

 

 

 

 

 

第４段階 

 

上記以外の方（市民税課税世帯の方） 

 

44,400円 ※１ 

現役並み所得者 ※２  44,400円※３ 
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【令和３年８月１日から】 

 
負担限度額 

基準費用額 
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

食  費 
施設サービス 

300円 
390円 650円 1,360円 

1,445円 
短期入所サービス 600円 1,000円 1,300円 

居住費 

多床室（特養） 0円 370円 370円 840円 

多床室（老健・療養等） 0円 370円 370円 370円 

従来型個室（特養） 320円 420円 820円 1,150円 

従来型個室（老健・療養等） 490円 490円 1,310円 1,640円 

ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,640円 

ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,970円 

 

※１ 利用者負担第１段階：生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

   利用者負担第２段階：世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が 80

万円以下の方  

   利用者負担第３段階①：世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80

万円超120万円以下の人 

   利用者負担第３段階②：世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が

120万円超の人 

※２ 次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。 

   ①市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合 

   ②市民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、利用者負担段階別に預貯金等が以下の基準を超え

ている場合 

利用者負担第１段階：単身1,000万円、夫婦2,000万円 

利用者負担第2段階：単身650万円、夫婦1,650万円 

利用者負担第3段階①：単身550万円、夫婦1,550万円 

利用者負担第3段階②：単身500万円、夫婦1,500万円 

 

（３）特別養護老人ホーム旧措置利用者の負担限度額の認定 

   介護保険法の施行（平成12年４月）前から特別養護老人ホームに入所されている方については、措置制度時の負担

水準を超えないよう軽減措置を講じてきました。 

   負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けている方（施設介護サービスの利用者負担割合が 5％以下の方）につ

いては、居住費・食費の負担を措置制度時の負担水準を超えることがないよう、同様の措置を講じています。また、

実質的に負担軽減を受けていない方（施設介護サービスの利用者負担割合が10％の方）については、一般の入所者と

同様の利用者負担となりますが、所得の低い方については、同様の負担軽減が図られます。 

 

（４）高額医療・高額介護合算制度 

 世帯内で介護保険と医療保険の１年間の自己負担合計額が下表の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給され

ます。（高額医療合算介護サービス費） 
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○自己負担限度額【年額（８月１日～翌年７月３１日）】 

所得区分 
70～74歳の人

がいる世帯 

後期高齢者医療制度で医

療を受ける人がいる世帯 

現

役

並

み

所

得

者 

課税所得 

690万円以

上 

212万円 212万円 

課税所得 

380万円以

上 

141万円 141万円 

課税所得 

145万円以

上 

67万円 67万円 

一  般 56万円 56万円 

低所得者Ⅱ 31万円 31万円 

低所得者Ⅰ※ 19万円 19万円 

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額適用方法が異なります。 

所得区分 

（基礎控除後の総所得

金額等） 

70歳未満の人がいる世帯 

901万円超 212万円 

600万円超 

901万円以下 
141万円 

210万円超 

600万円以下 
67万円 

210万円以下 60万円 

住民税非課税世帯 34万円 

 

●毎年７月３１日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。 

●支給対象となる人は医療保険の窓口で申請が必要です。 

 

５．低所得者対策 

  介護保険制度では、被保険者の世帯の課税状況等に応じた保険料額の設定、あるいは高額介護サービス費の上限額の

設定等低所得者に対する配慮がされております。その他にも次のような低所得者対策が設けられています。 

 

・社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度 

低所得者で特に生計が困難である者が、社会福祉法人等のサービスを受けた場合、その利用者負担額の25％（老

齢福祉年金受給者は 50％）、食費・居住費等の 25％（老齢福祉年金受給者は 50％）が減額されます。なお、生活

保護受給者等に関しては個室の居住費（ショートステイの滞在費含む）の全額が軽減されます。 

 

６．地域支援事業 

  地域支援事業は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的な

マネジメント機能を強化する観点から市が実施する事業です。事業の利用に当たっては、介護予防プラン又はケアプラ

ンが必要な事業があります。 
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（１）介護予防・生活支援サービス事業 

   介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」と認定された方や基本チェックリスト及び地域包括支援センター

によるアセスメントで事業対象者と認められた方を対象に、利用者の状態や希望に合わせて以下のサービス提供を行

います。 

○訪問型サービス 

・自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 

・専門職が、健康に関する短期的な指導を行います。 

○通所型サービス 

・通所介護施設等で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。 

・生活機能を改善するため、運動器の機能向上や栄養改善などの短期的な指導を行います。 

 

（２）介護予防事業 

高齢者自身が介護予防に向けて自主的な取り組みができるように、介護予防に関する基本的な知識・情報の普及啓

発を行うために介護予防教室や出前講座等を実施します。 

 

（３）配食サービス事業 

在宅で 65 歳以上の単身世帯などで、心身の障害や傷病等のために食事の調達が困難で配食サービスと安

否確認が必要な人を対象に、昼食又は夕食をお届けし、バランスのとれた食事により健康増進を図ります。 

費用負担：普通食１食450円以下（特別食は別途料金必要） 

 

（４）緊急時在宅高齢者支援事業 

在宅の65歳以上で、心臓病などの身体上疾患があり、日常生活を営むうえで常時注意が必要なひとり暮らし高齢者

等の居宅に緊急通報機器（ペンダント型送信機とセット）を設置し、緊急事態が発生したときに、速やかに当該高齢

者の安全を確保するため、受信センターを通じて 協力員 へ状況確認、または救急要請するサービスです。設置にあ

たり、原則として、近隣３人の協力員が必要です。 

○費用負担：月額500円（半年分口座振替にて前払い）。 

※ 利用にあたっては、ＮＴＴ回線（アナログ電話回線）が必要です。 

他の回線を利用の場合は、機器が誤作動を起こすことがあります。 

※ 生活保護受給者は申請時に「生活保護受給証明書」を提出することで、月額の費用が免除になります。※ 機

器の修繕費用は通常必要ありませんが、利用者の故意又は重大な過失による故障の場合、実費相当額の負担が必

要です。 

※ 昼間に虚弱な高齢者のみになる場合は、利用料金を全額自己負担することで利用ができます。 

 

（５）在宅要介護者紙おむつ等支給事業 

以下のいずれにも該当する人に、紙おむつ等を支給します。 

① 在宅の人。（※入院、入所中は利用できません。） 

② 介護保険の要介護認定が｢要介護４又は５｣の人。 

③ 本人非課税及び同居者の全員が市民税所得割非課税の人（世帯分離の方も含みます）。 

※ 支給回数：２ヶ月に１回（２ヶ月分まとめて） 

申請する月によっては、初回のみ１ヶ月分となる場合があります。 

※ 種類：カタログより選択。ただし、支給限度額（１ヶ月3,500円）を超える金額については、自己負担となります。 

 

（６）介護予防普及啓発事業 

   専門職の講師を派遣するなど、地域での自主的な介護予防が継続できるよう支援します。 
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（７）高齢者虐待防止事業 

高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援等を行うことにより、高齢者の権利利益の擁護を図る。 

○相談・情報の把握、虐待の早期発見 

○虐待ケースマネジメントの実施 など 

 

（８）地域包括支援センター運営協議会 

   地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、

運営協議会を開催します。 

 

（９）認知症地域支援推進員事業 

   認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じて

必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。 

   このため、認知症地域支援推進員を配置し、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支

援機関の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行います。 

 

（10）認知症対策事業 

   認知症は身近な病気であることを、普及・啓発等を通じて改めて社会全体として確認していくために、認知症につ

いて正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知症サポーター」の養成や「世界アルツハイマー

デー（毎年９月２１日）」に合わせて認知症の知識や理解を深めるための普及・啓発活動を行います。更には地域に

おける認知症の人や家族が集う場である「認知症カフェ」の支援や「認知症の人と家族の会」の会員による認知症相

談等を行い、高齢者が住み慣れた地域で、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。 

    

（11）在宅医療・介護連携推進事業    

   地域の医療・介護関係者の連携支援を行い、高齢者の入退院の調整を円滑にし、病院から在宅サービスの切れ目な

い支援体制の構築を推進するために在宅医療・介護連携支援センターを設置しています。 

   

  （12）徘徊対策事業（安心・安全“なら”見守りネットワーク） 

   「安心・安全“なら”見守りネットワーク」は、「事前登録制度」と「協定協力事業」があり、「事前登録制度」

は、市内に住所を有し、在宅で生活している認知症等で行方不明になる可能性のある方の特徴や写真などを事前に登

録していただくことで、所在が分からなくなった時に、市役所から関係機関にメールを送信し、早期発見に役立てる

という制度です。さらに、事前登録された方には、身元確認をスムーズに行うためのＱＲコード入りシールの配付と

ＧＰＳ携帯端末の初期費用の助成と貸出を行います。 

「協定協力事業」では、新聞配達事業者や配食事業者などの民間事業者と奈良市が協定を結び、日常の事業活動の

中で、独居高齢者など要支援者に異変があった場合、市にお知らせ頂くという制度です。 

 

（13）認知症初期集中支援チーム事業 

   複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症の疑われる人や認知症の人及び家族の家に訪問し、アセスメント、

家族支援などの初期支援を包括的、集中的（概ね６ヶ月）に行い、自立のサポートをします。 

 

（14）成年後見制度利用支援事業 

介護保険サービスの利用にあたって、重度の認知症のために契約行為等を自分で行うことが困難で、成年後見人な

どによる支援を必要とするが、審判の申立てを行う親族がいない場合のための制度です。 

利用者本人に配偶者・４親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情がある場合、福祉を図るために特に必

要と認められるときは、奈良市長が申立てを行います。 

また、本人等の財産状況から成年後見人等の報酬を負担することが困難な方に対して、報酬助成を行います。 
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（15）シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

     高齢者世話付住宅（県営紀寺団地２号棟に28戸・第９号市営住宅に27戸）に居住する高齢者又は身体障害者に対

し、近接する老人福祉施設から生活援助員を派遣して、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の

対応等のサービスを提供します。 

 

（16）介護給付適正化事業 

介護サービスの質の向上及び介護給付の適正化をはかるため、事業所が作成するケアプランのチェックや住宅改修

等の実態調査を実施しています。 

   また、事業所の過誤請求や不正請求の発見・防止のため、利用者に年１回、利用した介護サービスの

状況を記載した給付費通知を送付しています。 

 

（17）生活支援体制整備事業 

  高齢者の生活支援等の体制整備に向けた調整役として、「生活支援コーディネーター」を配置し、生活

支援サービスの提供体制の充実、担い手・人材の育成、地域のネットワークづくりに取り組み、高齢者

の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進しています。 

 

７．地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で継続して生活ができるようにとの観点から、改正介護保険法に基づき、高齢者の心

身の状態の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を身近な地域で包括的に行う

機関として、地域包括支援センターを設置しています。 

地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員などの三職種が配置されており、専門性を生

かしたマネジメントを行います。 

市内を 13 の日常生活圏域に分け、圏域ごとに一ヶ所ずつ担当する地域包括支援センターを定めています（次ページ

の表参照）。 

具体的な業務は、次のとおりです。 

 

（１）介護予防ケアマネジメント事業 

要支援1・要支援2と認定された人及び第1号事業対象者に対し、介護予防支援業務または介護予防ケアマネジメ

ントを実施し、心身状況の悪化の予防を図ります。 

また、要支援・要介護になるおそれのある人に対して、アセスメントを行い、介護予防事業のサービスなどを提供

します。 

 

（２）総合相談支援事業 

   高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行います。 

○高齢者の心身の状況、生活の実態、その他必要な実情の把握 

○保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供 

○関連機関との情報連携 など 

 

（３）権利擁護事業 

   高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見、その他高齢者の権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

   ケアマネジャーに対する個別の相談窓口を設置し、高齢者が住みなれた地域で暮らすことができるよう支援を行い

ます。 

○ケアプランの作成指導 

○支援困難事例についての支援方針の検討、指導助言 など 
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地域包括支援センター 一覧 

日常生活 

圏域名 
名 称 所 在 地 電話番号 FAX番号 

若草 若草地域包括支援センター 芝辻町1-21 25-2345 25-2346 

三笠 三笠地域包括支援センター 
大宮町２丁目3-10 106号  

東急ドエル奈良1階 
33-6622 30-6380 

春日・飛鳥 春日・飛鳥地域包括支援センター 西木辻町110-4 20-2516 20-2517 

都南 都南地域包括支援センター 古市町1327-6 ﾌｫﾚｽﾄﾋﾙｽﾞ奈良 50-2288 61-2299 

北部 北部地域包括支援センター 
右京一丁目3-4 

ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞすずらん館2階 
70-6777 70-6778 

平城 平城地域包括支援センター 押熊町397-1 梅守ハイツ１階  53-7757 53-7758 

京西・都跡 京西・都跡地域包括支援センター 六条二丁目2-10 52-3010 48-7234 

伏見 伏見地域包括支援センター 西大寺新町1-1-1 河辺ﾋﾞﾙ 1階 36-1671 36-1673 

二名 二名地域包括支援センター 鶴舞東町1-20-2 43-1280 43-1281 

登美ヶ丘 登美ヶ丘地域包括支援センター 中登美ヶ丘一丁目1994-3 D20-104 51-0012 51-0013 

富雄東 富雄東地域包括支援センター 大倭町2-22 52-2051 46-2012 

富雄西 富雄西地域包括支援センター 鳥見町四丁目3-1 富雄団地49-101 44-6541 44-6542 

東部 東部地域包括支援センター 茗荷町774-1 81-5720 81-5721 

 

日常生活圏域小学校区名 一覧 

日常生活圏域名 担当する地域活動単位の小学校区 

若草 鼓阪北、鼓阪、佐保 

三笠 大宮、佐保川、椿井、大安寺西 

春日・飛鳥 済美、済美南、大安寺、飛鳥 

都南 辰市、明治、東市、帯解 

北部 神功、右京、朱雀、左京、佐保台 

平城 平城西、平城 

京西・都跡 伏見南、六条、都跡 

伏見 あやめ池、西大寺北、伏見 

二名 鶴舞、青和、二名、富雄北 

登美ヶ丘 東登美ヶ丘、登美ヶ丘 

富雄東 三碓、富雄南、あやめ池（学園南） 

富雄西 鳥見、富雄第三 

東部 田原、柳生、興東、都 、月ヶ瀬 
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国民健康保険制度 

国民健康保険（国保）に加入している者（被保険者）が、国民健康保険料を出し合い、それに国・県・市が補助金を加

えて、被保険者が病気やケガをした場合の治療費の大部分をそこから支払い、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安

心して医療を受けられる目的でつくられた大切な制度です。 

 

１．保険料 

（１）保険料の決め方 

保険料の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険料が決められます。40歳以上 65歳未満

の方は、国保の医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分を合わせて納めます。 

○所得割・・・世帯の加入者の所得に応じて計算 

 ○均等割・・・世帯の加入者数に応じて計算 

 ○平等割・・・一世帯あたりで計算 

（２）保険料の納め方 

   ・40歳未満の方   

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 

・40歳以上65歳未満の方 

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 

・65歳以上75歳未満の方 

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 

（介護保険料は介護福祉課より別途通知書が送付されます。） 

 

２．給付事業 

（１）病気やケガで受診したとき 

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で診療を受けることができます。 

・自己負担の割合 

義務教育就学前・・・・・・２割 

義務教育就学後～70歳未満・・・３割 

70歳以上75歳未満・・・２割（現役並み所得者３割） 

（２）出産したとき（出産育児一時金の支給） 

国保の被保険者が出産したときに、一児につき40万４千円が支給されます。死産や流産の場合も妊娠12週経過後（85

日以降）であれば支給されます。（産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、１万６千円が上

乗せされます。）ただし、出産日の翌日から２年を過ぎると支給されません。 

（３）亡くなったとき（葬祭費の支給） 

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。ただし葬祭を行った日の翌日から２年を過ぎると支給

されません。 

（４）医療費が高額になったとき（高額療養費） 

１か月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が支給され

ます。 

限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また所得区分によっても異なります。ただし、診

療月の翌月１日から２年を過ぎると支給されません。 

 

３．特定健診・特定保健指導 

メタボリックシンドロ－ム（内臓脂肪症候群）の予防・解消のために保健指導に重点をおいた特定健診・特定保健指

導を行っています。 

対象となる人は40歳以上75歳未満の人（75歳の誕生日の前日まで）になります。 

受診期間は７月１日から翌年２月28日で、自己負担額は無料です。 
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国民年金 

１．国民年金被保険者への加入と届出 

（１）加入する人 

国民年金に加入する人は、次の４種類に分かれます。 

・第１号被保険者 

   日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、自営業者・学生など 

  ・第２号被保険者 

厚生年金保険に加入している会社員や、共済組合の組合員 

  ・第３号被保険者 

 厚生年金保険や共済組合加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人 

  ・任意加入被保険者（希望すれば加入できる人） 

日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人(年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人) 

    海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の人 

（２）届出 

国民年金第１号被保険者もしくは任意加入被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、必ず届け出てください。

届け出は市役所国保年金課、出張所、行政センター、または年金事務所で手続きをしてください。 

       

２．国民年金保険料 

保険料は、20歳から60歳まで40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10

年以上保険料を納める(免除期間などを含む)ことが必要です。(平成29年７月までは25年以上必要でした。) 

・定額保険料 月額    16,610円（令和３年度） 

・付加保険料 月額    400円（第１号被保険者、または任意加入被保険者で希望する人） 

保険料の納入方法は、「口座振替」・「納付書による金融機関及びコンビニエンスストアでの支払い」・「クレジ

ット払い」・「電子納付」の４つの方法があります。くわしくは、奈良年金事務所（0742-35-1371）に問い合わせて

ください。 

 

３．国民年金保険料の免除制度 

（１）一定の所得基準以下の人に対して、申請免除・法定免除・納付猶予制度・学生納付特例制度があります。 

（２）平成31年４月から産前産後期間の免除が始まりました 

   出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月間（多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の 

３か月前から６か月間）、国民年金保険料が免除されます。この免除期間は65歳からの老齢基礎年金を計算する上で

保険料を納めた期間として計算されますので、既に免除・納付猶予・学生納付特例に該当する人もこの産前産後期間の

免除が優先されます。 

       

       

４．国民年金給付の種類 

国民年金では、請求により給付の条件が満たされれば、次の３種類の年金が給付されます。 

・65歳になったときは…老齢基礎年金 

・障がいが残ったときは…障害基礎年金 

・死亡したときの遺族に…遺族基礎年金 

  この他にも、国民年金からの独自給付として、寡婦年金・死亡一時金などがあります。 
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１．心身障害者（児）医療費助成 

  心身障害者（児）の方に医療費の助成を行うことにより、心身障害者（児）の保健の向上と福祉の増進を図っていま

す。 

   助成対象：身体障害者手帳１級又は２級所持者並びに療育手帳所持者で健康保険加入者（後期高齢者医療制度を除

く。）。 

助成内容：保険診療による自己負担金（入院時の食事代・生活療養費を除く。）から一部負担金を差し引いた額を

助成します。但し、高額療養費などが支給されている場合はその額を除きます。 

   令和元年８月診療分から、対象者のうち未就学児の県内受診については、現物給付（窓口で一部負担金

のみを負担することで治療を受けることができる。）となります。 

【一部負担金】 

・通院の場合：医療機関ごとに月額500円（月額上限額1,500円） 

・入院の場合 ：医療機関ごとに月額1,000円（14日未満の入院は500円） 

・調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。 

 

 

２．重度心身障害者老人等医療費助成 

重度心身障害者老人の方に医療費の助成を行うことにより、重度心身障害者老人の保健の向上と福祉の増進を図って

います。 

助成対象：身体障害者手帳１級又は２級所持者並びに療育手帳所持者で後期高齢者医療制度の被保険者。 

   助成内容：保険診療による自己負担金（入院時の食事代・生活療養費を除く。）から一部負担金を差し引いた額を

助成します。但し、高額療養費などが支給されている場合はその額を除きます。 

【一部負担金】 

・通院の場合：医療機関ごとに月額500円（月額上限額1,500円） 

・入院の場合 ：医療機関ごとに月額1,000円（14日未満の入院は500円） 

・調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。 

 

 

３．後期高齢者医療制度 

  75歳以上（65歳以上75歳未満で一定の障害があり、広域連合長の認定を受けた人を含む。）の人は、高齢者の医療

の確保に関する法律により１割または３割の自己負担で医療給付が行われます。 

 

 

※ 子ども医療費助成     （「児童福祉」20に記載    担当：子ども育成課） 

※ ひとり親家庭等医療費助成 （「母子福祉」8に記載    担当：子ども育成課） 
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子ども未来部の機構 
 

 

 

奈良市役所 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 

 

 

 

奈 良 市 子 ど も 未 来 部 

子ども政策課  （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） ３４－４７９２ 

保育総務課    （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  ３４－５４９３ 

保育所・幼稚園課（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  ３４－５０８６ 

子ども育成課  （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） ３４－５０４２ 

子育て相談課  （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） ３４－４８０４ 

 児童相談所設置推進課（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）９３-６５９５ 

 

 

 

（令和３年４月1日現在） 

 

             子ども政策課         企画政策係 幼保連携推進係 

              

保育総務課           経理係  施設管理係  保育・教育指導係 

   こども園（18）保育所（6）幼稚園（15)     

           ※幼稚園：補助執行（組織としては教育委員会に所属） 

              

             保育所・幼稚園課       給付保育料係 認定入所係 民間施設係 

 

子ども育成課         育成係  認定給付係 子ども医療係 ひとり親家庭支援係 

                   児童館（古市、横井、東之阪、大宮）  

                  

                           子育て相談課          子育て係 相談支援第一係 相談支援第二係 

 

                                     子ども発達センター 

 

               児童相談所設置推進課                                           

子ども未来部 
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子ども未来部事務分掌 

 

子ども政策課 

企画政策係 

(1) 子ども・子育て支援推進本部に関すること。 

(2) 少子化対策施策の企画及び調整に関すること。 

(3) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関すること。 

(4) 子ども・子育て会議に関すること。 

(5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(6) 子ども・子育て支援新制度に係る調整に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(7) 部及び課の庶務に関すること。 

 

幼保連携推進係 

(1) 市立こども園、市立幼稚園及び市立保育所（以下「市立こども園等」という。）の適正配置に関すること。 

(2) 市立こども園等の統合・再編の推進に関すること。 

(3) 市立こども園等の設置及び廃止の手続に関すること。 

(4)  市立こども園の設置に係る総合調整に関すること。 

(5)  待機児童対策に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

 

保育総務課 

 経理係 

(1)  市立こども園等の経理事務等に関すること。 

(2)  市立こども園等の給食及び食育に関すること。 

(3)  市立こども園等における保健事務に関すること。 

(4)  市立こども園の初度調弁に関すること。 

(5)  民間保育所の指導監査及び認可外保育施設の立入調査（給食に係る部分に限る。）に関すること。 

(6)  課の庶務に関すること。 

 

 施設管理係 

(1)  市立こども園等の施設及び設備の整備及び維持管理に関すること。 

(2)  市立こども園等の施設使用に関すること。 

(3)  市立こども園等の公有財産の管理に関すること。 

 

保育・教育指導係 

(1)  市立こども園等への指導助言に関すること。 

(2)  市立こども園等の職員の指導等に関すること。 

(3)  保育教育士等の研修に関すること。 

(4)  市立こども園等の会計年度任用職員に関すること。 

(5)  民間保育所の指導監査及び認可外保育施設の立入調査（保育内容に係る部分に限る。）に関する 

こと。 
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(6)  市立こども園等の園児の虐待防止及び発達支援に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(7)  市立こども園等の教育保育の調査研究に関すること。 

(8)  市立こども園等の待機児童対策等に関すること。 

(9)  市立こども園等の職員組合等に関すること。 

(10) 指定保育士養成施設からの届出に関すること。 

(11) 学校基本調査（市立幼稚園及び市立こども園に限る。）に関すること。 

 

保育所・幼稚園課 

給付保育料係 

(1)  特定教育・保育施設等の利用者負担額の決定及び副食費免除の決定等に関すること。 

(2)  市立こども園及び保育所等の利用者負担額の徴収及び収納に関すること。 

(3)  市立こども園及び保育所等の利用者負担額の督促及び滞納処分に関すること。 

(4)  市立こども園等の預かり保育等の利用料の徴収及び収納に関すること。 

(5)  所管に係る債権の適正管理に関すること。 

(6)  子育てのための施設等利用給付費に関すること。 

(7)  子ども・子育て支援業務管理システムに関すること。 

(8)  施設型給付費及び地域型保育給付費等に関すること。 

(9)  課の庶務に関すること。 

 

認定入所係 

(1)  特定教育・保育施設等の利用申し込み等に関すること。 

(2)  子どものための教育・保育給付認定に関すること。 

(3)  子育てのための施設等利用給付認定に関すること。 

(4)  特定教育・保育施設等の利用調整及び利用要請に関すること。 

(5)  特定教育・保育施設等の広域利用に係る他市町村との協議に関すること。 

 (6)  利用者支援事業に関すること。 

(7)  現況調査に関すること。 

(8)  児童台帳の管理に関すること。 

 

  民間施設係 

(1)  民間保育所及び民間幼保連携型認定こども園の設置認可に関すること。 

(2) 幼保連携型認定こども園以外の民間認定こども園の認定に関すること。 

(3)  民間保育所等運営費補助金に関すること。 

(4)  民間保育所及び民間幼保連携型認定こども園の施設整備に関すること。 

(5)  奈良市民間保育所等選考審査委員会の運営に関すること。 

(6)  病児・病後児保育事業並びに民間教育・保育施設、民間地域型保育事業及び私立幼稚園一時預かり事業等の実施に

関すること。 

(7)  私立幼稚園の助成に関すること。 

(8)  認可外保育施設の届出、定期報告等に関すること。 

(9)  民間保育施設の待機児童対策に関すること。 

(10) 民間教育・保育施設及び地域型保育事業の確認に関すること。 

(11) 民間地域型保育事業の認可に関すること。 
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子ども育成課 

育 成 係 

(1)  地域子育て支援拠点事業に関すること。 

(2)  子育てスポット事業に関すること。 

(3)  ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 

 (4)  エンゼルサポート事業に関すること。 

（5） 子育て支援アドバイザーに関すること。 

(6)  子育てサークルに関すること。    

(7)  その他子育て支援推進に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(8)  児童館に関すること。 

(9)  利用者支援事業（子育てナビゲーター）に関すること。 

(10) 課の庶務に関すること。 

 

認定給付係 

(1)  児童扶養手当の受給資格及び額の認定並びに支給に関すること。 

(2)  児童扶養手当の受給資格の有無及び額の決定に必要な事項に係る調査に関すること。 

(3)  特別児童扶養手当に関すること。 

(4)  児童手当に関すること。  

 

子ども医療係 

(1)  子ども医療費の助成に関すること。 

(2)  ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。 

 

ひとり親家庭支援係 

(1)  母子及び父子並びに寡婦に対する福祉資金の貸付に関すること。 

(2)  ひとり親家庭等の相談に関すること。 

(3)  母子家庭等就業支援に関すること。 

(4)  ひとり親家庭等日常生活支援事業に関すること。 

(5)  母子家庭等就業・自立支援センター事業に関すること。 

(6)  母子関係諸団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 

(7)  その他母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。 

 

子育て相談課 

子育て係 

(1)  乳児家庭全戸訪問事業に関すること。 

(2)  養育支援訪問事業に関すること。 

(3)  子ども発達センターに関すること。 

(4) 子育て短期支援事業に関すること。 

(5) 子ども家庭相談（要保護児童に係るものを除く。）に関すること。 

(6) 助産の実施に関すること。 

(7) 母子保護の実施に関すること。 

(8) 課の庶務に関すること。 
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相談支援第一・二係 

(1) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 

(2)  子ども家庭相談（子育て係の主管に属するものを除く。）に関すること。 

 

児童相談所設置推進課 

(1) （仮称）子どもセンター施設整備に関すること。 

(2)  児童相談所及び一時保護所業務の企画、調整に関すること。 

(3)  児童相談所及び一時保護所運営に係る調査研究に関すること。 

(4)  その他（仮称）子どもセンター設置に関すること。 

(5)  課の庶務に関すること。 
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児 童 福 祉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子ども政策課   （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-４７９２ 

○保育総務課    （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５４９３ 

○保育所・幼稚園課（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５０８６ 

○子ども育成課   （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５０４２ 

○子育て相談課   （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-４８０４ 

  ○児童相談所設置推進課（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）９３-６５９５ 
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奈良市では、児童福祉法に基づいてすべての児童が、心身ともに健やかに生まれ育てられ、かつひとしく生活を保障さ

れ、愛護されるための事業を行っています。 

主な事業は、児童の健全育成のための児童館の運営、種々の手当の支給、家庭児童相談、乳幼児医療の助成、児童福祉

施設（保育所等）への入所等です。特に保育事業は、本市の児童福祉における最重点施策であり、その整備は今後とも不

可欠なものと考えています。 

 

１．保育所・認定こども園・地域型保育事業 

（１）保育所 

 公立                                                                          令和３年４月１日現在 

 施 設 名 所 在 地 電話番号 利用定員 主 体 

1 三笠保育園 西之阪町5番地の1 22-7018 160 奈良市 

2 春日保育園 西木辻町165番地の2 61-7017 200 〃 

3 都南保育園 横井一丁目107番地の1 61-2870 100 〃 

4 伏見保育園 宝来三丁目9番35号 44-2666 200 〃 

5 大宮保育園 三条大宮町3番8号 33-1355 200 〃 

6 京西保育園 六条西一丁目3番43-1号 43-9023 160 〃 

 

私立  

  令和３年４月１日現在 

 施 設 名 所 在 地 電話番号 利用定員 主 体 

1 奈良ルーテル保育園 小太郎町19番地 23-5363 100 社会福祉法人 

2 西大寺保育園 西大寺芝町一丁目1番4号 44-3085 172 宗教法人 

3 西奈良ルーテル保育園 鳥見町二丁目19番地の5 44-5475 120 社会福祉法人 

4 みのり保育園 高畑町711番地 23-4615 165 〃 

5 みずほ保育園 北登美ヶ丘六丁目28番10号 46-7050 90 〃 

6 こまどり保育園 三条添川町5番地の7 34-7488 125 〃 

7 桃の木保育園 白毫寺町208番地 22-1699 40 〃 

8 桜華保育園 二名一丁目2361番地の3 51-0115 120 〃 

9 西の京さくら保育園 五条町292番4 32-4150 110 〃 

10 あかね保育園 秋篠新町270番地 52-4321 120 〃 

11 

そら保育園 富雄北三丁目14番3号 53-0419 90 〃 

そら保育園（分園） 
百楽園四丁目1番1号 

（青和こども園内） 
53-0419 11 〃 

12 

あいづ保育園 八条二丁目91番 61-1117 140 〃 

あいづ保育園（分園） 
大宮町二丁目1番16号 

（大宮幼稚園内） 
34-1771 20 〃 

13 とみお駅前保育園 富雄川西一丁目3番17号 41-7223 126 〃 

14 すまいる保育園 西木辻町36番１号 20-5355 90 〃 

15 西ノ京みどりの園保育園 六条二丁目2番1号 81-8011 90 〃 

16 新大宮駅前みどりの園保育園 芝辻町四丁目11番地の6 36-6777 90 〃 

17 学研奈良ピュア保育園 中登美ヶ丘六丁目15番1号 81-3081 90 〃 

18 ＹＭＣＡなら保育園 西大寺南町4－11明光ビル第6ビル1階 48-2525 90 〃 

19 西大寺南みどりの園保育園 菅原町677番地の1 51-6660 90 〃 
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20 ソフィア富雄保育園 三松四丁目875-1 81-3291 90 社会福祉法人 

21 登美ヶ丘マミーズ保育園 中登美ヶ丘五丁目34番1号 53-5678 90 〃 

22 富雄藍咲学園 三碓六丁目10番13号 45-9341 160 〃 

                                      

 

（２）認定こども園 

 公立                                                                       令和３年４月１日現在 

 施 設 名 所 在 地 電話番号 利用定員 主 体 

1 都祁こども園 都祁白石町1026番地の6 
0743- 

82-0100 

教育45 

保育115 
奈良市 

2 月ヶ瀬こども園 月ヶ瀬尾山2790番地 
0743- 

92-0310 

教育15 

保育45 
〃 

3 帯解こども園 柴屋町20番地 61-0554 
教育41 

保育129 
〃 

4 布目こども園（休園中） 邑地町40番地   〃 

5 柳生こども園 柳生下町156番地 94-0303 
教育14 

保育36 
〃 

6 都跡こども園 四条大路五丁目2番55号 33-5661 
教育140 

保育 30 
〃 

7 富雄南こども園 中町4174番地 43-1606 
教育140 

保育 30 
〃 

8 青和こども園 百楽園四丁目1番1号 44-9596 
教育140 

保育 30 
〃 

9 左京こども園 左京三丁目1番地の2 72-0581 
教育155 

保育 15 
〃 

10 高円こども園 古市町1249番地 61-0139 
教育30 

保育130 
〃 

11 神功こども園 
神功四丁目13番地の1 

神功四丁目25番地の3 

71-4647 

71-9365 

教育95 

保育135 
〃 

12 若草こども園 川上町493番地の1 22-7019 
教育30 

保育100 
〃 

13 朱雀こども園 
朱雀六丁目10番地の2 

朱雀六丁目9番地 

71-5221 

71-5185 

教育60 

保育190 
〃 

14 平城こども園 秋篠町1540番地の1 45-4758 
教育140 

保育30 
〃 

15 東登美ヶ丘こども園 東登美ヶ丘四丁目21番26号 43-3151 
教育110 

保育30 
〃 

16 辰市こども園 杏町414番地の4 61-7020 
教育55 

保育160 
〃 

17 学園南こども園 学園南三丁目15番28号 46-1176 
教育55 

保育200 
〃 

18 伏見こども園 菅原町367番地 45-4745 
教育155 

保育15 
〃 
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 私立                                                                      令和３年４月１日現在 

 施 設 名 所 在 地 電話番号 利用定員 主 体 

1 奈良認定こども園学園前学園 中山町西三丁目535番地の200 43-7002 
教育40 

保育210 
学校法人 

2 奈良認定こども園あやめ池学園 あやめ池北三丁目10番13号 52-8801 
教育21 

保育122 
〃 

3 奈良認定こども園富雄学園 学園大和町六丁目708番地の15 43-0662 
教育28 

保育90 
〃 

4 鶴舞保育園 鶴舞東町1番79-101号 45-7861 
教育 6 

保育152 
社会福祉法人 

5 こだま保育園 あやめ池北二丁目3番97号 43-4340 
教育15 

保育90 
〃 

6 中登美こども園 中登美ヶ丘一丁目4162番地 44-0351 
教育9 

保育216 
〃 

7 佐保山こども園 法蓮町1368番地 23-5512 
教育9 

保育306 
〃 

8 佐保川こども園 法蓮町393番地 36-8833 
教育9 

保育180 
〃 

9 ＹＭＣＡあきしの 保育園 秋篠新町338番地 49-2525 
教育9 

保育130 
〃 

10 あいのそのこども園 法蓮町986番地の73 26-4302 
教育12 

保育68 
〃 

11 
認定こども園奈良カトリック幼

稚園 
登大路町36番地の1 22-4089 

教育119 

保育28 
学校法人 

12 右京こだま保育園 右京五丁目1番地の1 71-1186 
教育30 

保育195 
社会福祉法人 

13 鶴舞やまとこども園 鶴舞東町2番1号 45-4753 
教育85 

保育90 
〃 

14 極楽坊あすかこども園 紀寺町829番地 22-4598 
教育25 

保育275 
〃 

15 奈良育英幼稚園 法蓮町1000番地 26-2848 
教育45 

保育30 
学校法人 

16 愛染幼稚園 西木辻町110番地26 22-4148 
教育45 

保育54 
〃 

 

（３）地域型保育事業 

小規模保育事業                                                               令和３年４月１日現在 

 

 施 設 名 所 在 地 電話番号 利用定員 主 体 

1 ＹＭＣＡ西大寺南保育園 
西大寺国見町一丁目7番31号

1,2階 
44-2525 19 社会福祉法人 

2 ニチイキッズ伏見菅原保育園 
菅原東二丁目21番1号ひかりビル

1-B号室 
53-8125 19 株式会社 
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3 奈良すこやか保育園 
法華寺町83番地の5コスモビル

1階 
81-8461 19 NPO法人 

4 古都すこやか保育園 
下三条町25番地1 寅松ビル3

階 
93-5052 19 NPO法人 

5 
ニチイキッズ南口駅前ひろば保

育園 

西大寺南町5番26号 ＴＫビル

西大寺ＳＯＵＴＨ3階 
81-3531 19 株式会社 

6 学園前ピース保育園 
学園北二丁目5番8号 モリシ

タ学園北ビル1階 
93-5880 19 一般社団法人 

7 みらいとみお保育園 
富雄北三丁目1番29号 セカン

ドハウス101 
93-4644 17 〃 

 

 

保育所・認定こども園・地域型保育事業の施設数等               令和３年４月１日現在 

区 分 施設数 児童の利用定員 

公 立 24 3,860人 

私 立 45  5,303人 

計 69 9,163人 

 

２．市立幼稚園と市立保育所の再編 

 奈良市では、就学前の教育・保育をより充実させるため、平成25年に「奈良市幼保再編基本計画」及び「同実施計画」

を策定しました。 

 本計画に基づき、市立幼稚園と市立保育所の統合や民間移管などのあらゆる手法をもって、市立幼保施設の再編を行う

ことで質の高い教育・保育の総合的な提供をめざしています。 

 

【背景・課題】 

全国的に少子化が進行している中で、核家族化や女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加、就労形態の多様化

により、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。本市においても全国を上回る少子化が進行しており、

これまでの幼稚園と保育所の枠組みだけではなく、保護者の就労形態に関わらず子どもが教育・保育の機会を得

られる幼保一体施設を加えることにより、保護者の選択肢を広げ、増加・多様化する保育ニーズに対応するとと

もに、子どもを安心して生み育てられる環境づくりが求められています。 

このような状況に対し、本市として、子育て世代にとってより魅力的な環境の実現に向けた施策を推進してい

くため、本市の幼保施設が抱える喫緊の課題（市立幼稚園の過小規模化、待機児童の発生、施設の老朽化）の解

消に向け、抜本的に市立幼保施設の在り方を見直し、限られた財源や人材をより効果的・効率的に投入する必要

があります。 

 

【今後の取組】 

 「幼保再編基本計画」及び「同実施計画」に基づき、市立幼保施設の統合・再編に取り組むとともに、民間活力を最大

限に活用し、市直営では迅速な実施が難しい園独自での保育ニーズに添ったサービスを展開し、就学前の教育・保育の充

実に向けた取組を進めていきます。 

 

３．子育て相談 

市内の保育所・こども園で幼児の子育て相談を行っています。 

相談内容：子育てに関する相談 

相談方法：面談又は電話（各保育所・こども園へ連絡してください。） 

場  所：各保育所・こども園 
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相談日時：月～金曜日の午前９時～午後５時 

※相談は無料です。秘密は必ず守ります。 

 

４．未就園児保育・園庭開放 

地域での遊びの広場として公立保育所と公立こども園及び一部の民間保育所・民間こども園で未就園児保育・園庭開放

を実施しています。親子で近くの保育所・こども園に遊びに来てください。 

 対象者      ：保育所・こども園に入所していない就学前児童及びその保護者 

 実施日及び利用方法：詳細は各保育所・こども園へお問い合わせください。 

※実施日等はホームページに掲載しています。 

 

５．子ども家庭相談 

子どもの成長発達や家庭の様々な問題について、相談に応じています。 

  相談内容：育児・養育に関する相談、家族関係に関する相談など 

  相談方法：面談又は電話（TEL 34-4804） 

  場所    ：奈良市子ども未来部子育て相談課内   

  受付日時：月～金曜日（午前9時～午後5時） 

 

６．児童手当（子ども育成課分室：34-5160） 

奈良市に住民登録があり、中学校修了前（15歳到達後最初の 3月 31日まで）の児童を監護、養育している人に支給さ

れます。 

手当の額：支給の対象となる児童一人につき月額3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前（第1子、第2子）10,000

円、3歳以上小学校修了前（第3子以降）15,000円、中学生10,000円。 

児童手当には所得制限があり、所得額が所得制限限度額以上ある受給資格者の支給月額は、児童 

1人につき一律5,000円（特例給付）です。 

 

７．特別児童扶養手当 

 この手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、身体や精神に中程度以上の障害を持つ児童を家庭で監

護している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、所得制限があり

ます。また、対象児童が児童福祉施設等（通所施設は除く）に入所しているとき、及び対象児童が障害を支給事由とする

公的年金を受けることができるときは、支給されません。 

 この場合の児童とは、20歳未満の人をいいます。  

 

令和２年４月分からの金額 

区  分 支給額（月額） 

1級（対象児童1人につき） 52,500円 

2級（対象児童1人につき） 34,970円 

 

８．児童館 

児童の人権尊重の精神を養うとともに、これら児童の健全な育成をめざしています。  

施 設 名 所 在 地 電話番号 

古市児童館 古市町1263 62-7300 

横井児童館 横井五丁目337-2 62-0307 

東之阪児童館 川上町461-1 27-8263 

大宮児童館 西之阪町5-1 27-2220 

※駐車場はありますが混雑する場合があるので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 
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９．交通遺児等援護事業 

 交通事故や自然災害により父又は母を亡くした時に満18歳未満（18歳に到達後最初の3月31日まで）であった児童に

激励金や入学金、就職・入学準備金を支給します。 

 ○交通遺児等激励金（遺児一人につき100,000円） 

  死亡より１年以内に申請が必要です。 

 ○交通遺児等入学祝金（遺児一人につき50,000円） 

  小学校、中学校、高等学校入学時より１年以内に申請が必要です。 

 ○交通遺児等就職・入学準備金（遺児一人につき100,000円） 

  就職時又は大学等への進学決定時より１年以内に申請が必要です。 

 

１０. 地域子育て支援拠点事業 

（１）地域子育て支援センター 

乳幼児（おおむね０歳から３歳まで）とその保護者が気軽に、かつ自由に交流できる場の提供、子育て親子に対する相

談・援助、育児や子育てに関する情報の提供、子育て支援に関する講習の開催、公共施設等に出向いての子育て支援活動

などを行っています。 

 

①地域子育て支援センター「そらいろ」 

場所  ：三条本町13-1（はぐくみセンター2階） 

連絡先 ：TEL/FAX 33-5560  

開設時間：月～金曜日の午前９時～午後５時（土、日、祝日、年末年始は休み） 

 

②地域子育て支援センター「中登美」 

場所  ：中登美ヶ丘一丁目1994-3 D21（中登美キッズプラザみどり） 

連絡先 ：TEL 44-2250  FAX  43-2450  

開設時間：火～土曜日の午前９時～午後５時（月、日、祝日、年末年始は休み）           

 

③地域子育て支援センター「ゆめの丘SAHO」 

場所  ：鹿野園町806（奈良佐保短期大学３号館） 

連絡先 ：TEL/FAX 61-5130 

開設日時：月～金曜日の午前10時～午後４時、第２土曜日午前10時～正午 

（土（第２土を除く）、日、祝日、年末年始は休み） 

 

④地域子育て支援センター「とみお」 

場所  ：三松三丁目659-4 

連絡先 ：TEL 40-2255  FAX  40-2250 

開設日時：月～金曜日の午前10時～午後４時（土、日、祝日、年末年始は休み） 

 

⑤地域子育て支援センター「Saya」 

場所  ：学園北一丁目9-1（パラディ学園前Ⅱ６階） 

連絡先 ：TEL/FAX  47-7837 

開設日時：火～土曜日の午前10時～午後４時（月、日、祝日、年末年始は休み） 

 

⑥地域子育て支援センター「Peace」 

場所  ：秋篠新町270 (あかね保育園) 

連絡先 ：TEL/FAX 81-3262 
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開設日時：月・火、木～土曜日の午前10時～午後４時（水、日、祝日、年末年始は休み） 

 

（２） つどいの広場 

 乳幼児（おおむね０歳から３歳まで）とその保護者が気軽に、かつ自由に交流できる場の提供、子育て親子に対する相

談・援助、育児や子育てに関する情報の提供、子育て支援に関する講習の開催などを行っています。 

① つどいの広場「ぷらんぷらん」 

場所  ：右京一丁目３-４（サンタウンプラザすずらん館２階） 

  連絡先 ：TEL/FAX 72-1941 

開設日時：月～水曜日、金・土曜日の午前10時～午後４時（木、日、祝日、年末年始は休み） 

 

 ② つどいの広場「ノル」 

場所  ：南京終町212-3（岡田マンション１F） 

連絡先 ：TEL/FAX 24-3305 

開設日時：月～金曜日の午前10時～午後４時（土、日、祝日、年末年始は休み） 

 

③ つどいの広場「お陽さま」 

場所  ：富雄元町一丁目22-12（タワーア・ラ・モードＢ階５号室） 

連絡先 ：TEL/FAX 41-5888 

開設日時：火～土曜日の午前10時～午後４時（月、日、祝日、年末年始は休み） 

 

④ つどいの広場「マザーリーフ」 

  場所  ：西大寺東町二丁目４－１（近鉄百貨店6階） 

  連絡先 ：TEL/FAX 33-3030 

  開設日時：月～水・金・土の午前10時～午後４時（木、日、祝日、年末年始は休み） 

 

⑤ つどいの広場「りりーべるず」 

  場所  ：藺生町1922-8（都祁福祉センター） 

  連絡先 ：TEL 0743-82-2624 FAX 0743-82--2625 

  開設日時：火～土曜日の午前10時～午後４時（月、日、祝日の翌日(火曜日を除く)、年末年始は休み） 

 

 ⑥ つどいの広場「ふう」※ 

場所  ：菅原町367（伏見こども園２階 ぽかぽかルーム） 

連絡先 ：TEL 43-0002 FAX 43-0222 

開設日時：月～木曜日の午前10時～午後３時30分（毎月第２木曜日（４月、８月を除く）、金、土、日、祝日、年

末年始は休み） 

※3歳児は未就園児のみが対象になります。 

 

（３）子育てスポットすくすく広場 

乳幼児（おおむね０歳から３歳まで）とその保護者が気軽に集い、交流を図る場及び育児相談等を行う場の提供を、市

内２カ所の福祉センターで実施しています。また、高齢者から昔ながらの遊びや昔話を教えてもらったりするなど、高齢

者との異世代間交流ができる場でもあります。開催日時はいずれも火~土曜日の午前10時～午後４時（月・日・祝日の翌

日及び年末年始は休み） 

①子育てスポットすくすく広場「こあら」   百楽園一丁目9-13         （奈良市西福祉センター） 

②子育てスポットすくすく広場「まんまる」 右京一丁目1-4 奈良市北部会館2階 （奈良市北福祉センター） 
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（４）児童館の子育て広場 

公立児童館において、乳児から就学前の児童とその保護者を対象とした子育て親子の交流、子育てについての相談、情

報提供、その他の援助を行う子育て広場を実施しています。開催日時はいずれも月~金曜日の午前９時～正午（土、日、

祝日、年末年始は休み） 

①いこいのひろば（古市児童館） 

②子育てひろば（横井児童館） 

③親子ひろば（東之阪児童館） 

 

１１．利用者支援事業（子育てナビゲーター） 

 市役所に子育てナビゲーターを配置し、子育て親子や妊娠している方が子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援

を行います。また、子育てナビゲーターが市内の子育て支援拠点等を巡回し、より支援が必要な子育て家庭に対しては、

専門機関との連携を図りながら支援につなげていきます。 

 

１２. 子育てスポット事業 

地域の身近な公共施設の空きスペースを利用して、乳幼児（おおむね０歳から３歳まで）とその保護者を対象に、交流

や情報交換を行うとともに、スタッフが子育てについての不安や悩みの相談等に応じる場の提供をします。令和３年４月

１日現在で、市内に22箇所設置。 

 

１３. 子育て支援アドバイザー事業 

地域の子育て経験豊かな市民を「奈良市子育て支援アドバイザー」として登録し、乳幼児とその保護者が集まる場所な

どにアドバイザーを派遣し、手遊び、ふれあい遊びなどの紹介や、保護者の子育てに関する疑問や悩みの相談、助言等を

行います。 

 

１４. ファミリー・サポート・センター事業 

（１）子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（援助会員）が、会員登録をし、援助会員が自宅で子

どもを預かったり、保育園等までの送迎をする相互援助活動を行います。※  

【対象】依頼会員…おおむね生後３ヶ月から小学校６年生までの子どもがいる市民 

      援助会員…子どもが好きで、育児や保育の経験がある２０歳以上の市民 

      両方会員…依頼・援助の両方を兼ねることができる市民 

（２）エンゼルサポート事業 

 家事や育児についてサポートが必要であるご家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、妊婦さんや産後のお母さ 

ん等をお手伝いします。※ 

  【対象】小学校の就学前の子どもを養育している家庭又は、妊婦のいる家庭で、かつ市内に住所があり、 

下記①、②どちらにもあてはまる家庭。 

   ①養育者の体調不良、育児不安がある  ②家族等から家事、育児等の十分な援助を受けられない 

  ★ご利用には審査があり、利用時間及び回数には上限があります。 

 ★ご利用には、下記事務局へ電話予約の上、利用申請を行っていただく必要があります。 

※非課税世帯、生活保護世帯、多子世帯、ひとり親世帯、多胎児世帯の方について… 

  （１）ファミリー・サポート・センター事業の利用料の一部を助成します。 

  （２）エンゼルサポート事業の利用料を自己負担なしでご利用できます。 

問い合わせ先：奈良市ファミリー・サポート・センター事務局 

所  在  地：三条本町13番１号（はぐくみセンター２階） 

電    話：0742-34-3305 

 

１５．子育て短期支援事業 

 児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の事由や家庭養育上の事由、又は仕事等の社会的事由により、児童の養育
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が一時的に困難になった場合に利用できます。ただし、所得に応じて保護者の費用負担があります。  

ショートステイ事業：７日間を限度に、24時間、児童を児童福祉施設等で預かります。  

トワイライト事業：６か月以内で、１日当たり４時間を限度とし、午後２時～10時までの間、児童福祉施 

設等への通所により児童を預かります。  

 

１６．入院助産 

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院出産の費用支払いができないと認められた世帯は、助産手続きを

して助産施設（市が指定する病院）で出産できます。 

所得制限（原則生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯で、一定の条件を満たすこと）があります。  

※助産施設 ： 奈良県総合医療センター・市立奈良病院 

 

１７．こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業） 

 生後４か月未満の赤ちゃんのいるすべてのご家庭に、家庭訪問（体重測定・子育て情報のご案内等）を行います。 

（ただし、新生児訪問を行った家庭は除く。） 

 赤ちゃんが２～３か月頃に子育て相談課の訪問員（委託）より電話連絡のうえ訪問します。 

 

１８．養育支援訪問 

 こんにちは赤ちゃん訪問等の後も、継続して養育に関する相談・助言が必要な家庭には保育士等の訪問支援員が家庭訪

問を行います。 

 

１９．奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン） 

平成24年8月に、「子ども・子育て支援法」をはじめとする「子ども・子育て関連3法」が成立し、「質の高い幼児期

の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確保」「地域の子ども・子育て支援の充実」を柱とする「子ども・

子育て支援新制度」が平成27年度から施行されています。 

この新制度では、子どもの最善の利益が実現される社会を目指すとの考えを基本とし、障害、疾病、虐待、貧困、家族

の状況その他の状況により社会的な支援の必要性の高い子どもや子育て家庭を対象に必要な支援を行うことにより、一人

一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現しようとするものです。 

また、本市では平成27年4月から、すべての子どもが、今を幸せに生き、夢と希望を持って成長していけるようにとの

願いをこめた「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」を施行し、子どもへの支援及び子育て支援を社会全体で取り組

むことを目指しています。 

平成27年3月に策定した第一期奈良市子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）は、「子ども・子育て支援法」

に基づく計画であるとともに、「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」を踏まえつつ、これまでの「奈良市次世代育

成支援行動計画（後期計画：平成22～26年度）」を引き継ぐ計画としても位置付け、本市の子ども・子育て支援に関する

施策を幅広く網羅し、取り組みを充実させてきました。 

 なお、平成 30年度に実施したニーズ調査を踏まえ、令和 2年 3月に第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（令和 2

～6年度）を策定しました。 

 

 

※本計画の閲覧とダウンロード：総務部総務課及び子ども未来部子ども政策課で閲覧していただけます。ダウンロードフ

ァイルはホームページにあります。 

 

２０．子ども医療費助成 

健康保険に加入している中学校修了前（15 歳到達後最初の3月31 日まで）の子どもを対象に、保険診療の自己負担額

から一部負担金を除いた額を助成します。（入院時の食事療養費は除きます） 

【一部負担金】 

・通院の場合：医療機関ごとに、乳幼児は月額500円・小中学生は月額1,000円    
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       ・入院の場合 ：医療機関ごとに、乳幼児・小中学生とも月額1,000円（14日未満の入院は500円） 

       ・調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。 

 

２１．奈良市子ども発達センター 

発達障害や言語・情緒・行動に発達の課題を抱える就学前の幼児とその保護者を対象に、『療育相談室』及び児童福祉

法に規定された『児童発達支援』を開設しています。 

所在地 ：紀寺町580番地の2（開館時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

業務内容： 

①療育相談室 

心理士、保健師、保育教育士等が、就学前の幼児の発達に関する相談に応じます。 

療育相談専用ダイヤル：0742-20-2100 

        相談時間      ：平日 午前９時～正午、午後１時～４時 

 

②児童発達支援「いっぽ」 

療育の必要性が認められる就学前の幼児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活へ

の適応訓練を行います。 

    問い合わせ先    ：0742-27-5501 

 

２２．里親制度の啓発・支援 

 里親制度（家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭

環境の下での養育を提供する）について、啓発活動を行っています。また、里親に関する相談を受ける等里親

支援を行っています。 

 

２３．フードバンク事業 

 様々な理由で市場に流通できない食品を個人や企業から寄付を募り、新型コロナウイルス感染症拡大に際し

社会的経済的に影響を受けやすい、ひとり親家庭や子育てをしている生活困窮家庭に無償で提供します。 
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母 子 福 祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子ども育成課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-５０４２ 

○子育て相談課 （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）３４-４８０４ 
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１．母子・父子・寡婦福祉資金貸付金制度 

 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を目的として、次のような貸

付制度があります。  

修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金、技能習得資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、

結婚資金、事業開始資金、事業継続資金 

 

２．母子・父子自立支援員によるひとり親家庭等相談 

 母子家庭、父子家庭、寡婦に対し、生活のことや家のこと、子どもの養育、母・父の就職や自立の支援あるいは母子・

父子・寡婦福祉資金の利用等あらゆる相談に応じます。  

 

３．児童扶養手当 

 この手当は、児童扶養手当法に基づき、ひとり親の人（父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度

の障害の状態にある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している人）に支給されます。た

だし、所得制限があります。 

また、児童が児童福祉施設等（通所施設は除く）に入所していたり、里親に委託されているとき、及び手当を受けよう

とする人または児童が日本国内に居住していないときは、支給されません。この場合の児童とは、18歳到達後最初の3月

31日までの人をいいます。ただし、心身に一定の障害がある場合は20歳までになります。平成10年4月1日以降に手当

の支給要件に該当している場合に限ります。平成26年12月以降は、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年

金、遺族補償等）を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できま

す。 

 

令和２年４月分以降の金額 

区  分 全額支給 一部支給 ※ 

対象児童1人の場合 43,160円 43,150円～10,180円 

対象児童2人の場合 ※※ 10,190円加算 10,180円～5,100円加算 

以降児童1人増ごとに ※※ 6,110円加算 6,100円～3,060円加算 

※一部支給は、受給者の所得により10円単位で決定されます。  

※※加算額については、受給者の所得により10円単位で決定されます。 

 

４．母子家庭等自立支援給付金事業 

 母子家庭の母又は父子家庭の父等の就業を支援するため、自立就業の補助を行います。  

自立支援教育訓練給付金事業  

高等職業訓練促進給付金等事業 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

 

５．母子家庭等就業・自立支援センター事業（スマイルセンター） 

 奈良県と共同で運営しています。 

母子家庭、父子家庭や寡婦に対して、就業相談、就業支援講習会、就業情報の提供等の一貫した就業支援サービスを提

供します。その他、養育費等に関する相談や弁護士による法律相談を行っています。 

場所：西木辻町93-6 エルトピア奈良内 

連絡先：24-7624 

日時：月曜日～土曜日 午前９時～午後５時 

内容： ①就業支援事業 

②就業支援講習会等事業 

③就業情報提供事業 
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④地域生活支援事業 

⑤自立支援プログラム策定事業 

 ⑥養育費等相談 

⑦法律相談 

 

６．母子生活支援施設 

 児童の養育又は自立に欠ける配偶者のない女子等とその児童を入所させ、保護する施設で、自立の促進のため就労、家

庭生活及び児童の養育に関する相談及び助言等の生活指導を行います。  

施 設 名 所 在 地 電話番号 

佐保山荘 法蓮町393 36-8533 

 

７．ひとり親家庭等日常生活支援事業 

 母子家庭、父子家庭、寡婦であって、自立促進に必要な事由（技能習得のための通学、就職活動等）又は疾病、出産、

看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張及び学校等公的行事への参加等により、一時的な生活援助、保育サービスを必要とす

る世帯等に、家庭生活支援員を派遣します。  

 

８．ひとり親家庭等医療費助成 

 健康保険に加入しているひとり親家庭の父又は母と18歳未満（18歳到達後最初の３月31日まで）の子や父母のいない

18歳未満の子を対象に、保険診療の自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します。（入院時の食事療養費・生活療

養費は除きます）。 

    【一部負担金】 

      ・通院の場合：医療機関ごとに月額500円 

      ・入院の場合 ：医療機関ごとに月額1,000円（14日未満の入院は500円） 

      ・調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。 

 

９．ひとり親家庭等生活支援事業 

ひとり親家庭が、就労や家事等日々の生活に追われ、育児や母親・児童の健康管理などに十分に行き届かない面がある

ことを補うため、生活支援に関する講習会を開催します。また、ひとり親家庭になって間もない家庭は、生活環境の変化

が著しく、親自身が生活の中で直面する問題にひとりで悩み、精神面でも不安定な状況にあります。このことから、ひと

り親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明けたり、相談し合う場を設けます。 

 

１０．養育費確保支援事業 

母子家庭、父子家庭に対し、養育費確保のための弁護士相談費用や公正証書作成時の公証人手数料、調停等

の司法手続きに必要な経費の一部を補助金として支給します。 
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社会福祉法人 

奈良市社会福祉協議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

奈良市社会福祉協議会 

〒630-8454 奈良市杏町79番地の4 

 

総務課（直通）９３-３１００ 
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奈良市社会福祉協議会組織機構 
 

（令和3年4月1日現在） 

                        

 

 

 

 

 

 

 

会 長           総務課                     総務係 

                                     企画・経営係 

副会長                    

         地域福祉政策課                市域連携第一係 

市域連携第二係 

事務局長                              在宅支援係 

 事務局次長                             介護認定調査係                                    

 

          地域福祉第一課                 地域生活支援第一係 

                                   地域生活支援第二係 

                                     ボランティアセンター 

              

            地域福祉第二課           地域生活支援第一係 

                              地域生活支援第二係     

                              鳥見デイサービスセンター 

                       

            施設運営課     総合福祉センター            

管理運営係 

                                みどり園係 

                              生活介護みどりの家 

                              生活介護やすらぎ広場 

         

                                           老人福祉センター   

                 東福祉センター 

                               西福祉センター 

                              南福祉センター 

                                     北福祉センター 

 

                                     月ヶ瀬福祉センター 

                                     都祁福祉センター 

                                      

                                       

 

                    

  理 事  定数：15～17名 

監 事  定数：2名 

評議員  定数：25～30名 

 特別顧問 定数：若干名 

 



- 116 - 

 

令和３年度 奈良市社会福祉協議会事業実施計画 
 

１ 基本方針 

高齢者人口がピークを迎える２０４０年が迫る中で、地域社会からの孤立や８０５０問題、介護と育児の

ダブルケアや生活困窮など、地域住民が抱える生活課題は複雑化、複合化しています。このような社会的背

景もあって、国は地域共生社会の実現をめざし、令和２年度に社会福祉法を改正し、自治体に対して包括的・

重層的な支援体制の構築を求めています。 

一方、本会では、奈良市第２次地域福祉活動計画に基づき、『ひとりぼっち“ゼロ”』をめざして、住民

だれもが互いを認め合い支え合うことができる住民の主体形成づくり、課題を抱える世帯や人と支援者等の

関係性やつながりの構築等により制度の狭間による社会的孤立を防ぐ取り組みを進めてきました。 

また、昨年度の新型コロナウイルス感染症の拡大は、つながりや参加を基盤とした社協活動や地域福祉活

動にも例外なく影響を与えました。これまでの支援や活動だけでは潜在化してしまう生活課題に対し、イン

ターネットツールの活用等による新たなつながりや関係性を構築する取り組みに加え、住民のより身近な地

域で困りごとを発見し受け止め、寄り添いながら支援を行う仕組みづくりが求められます。 

このような状況を踏まえて本会では、ウィズコロナ・アフターコロナ社会における『排除や偏見をなくし、

つながり続ける地域社会を実現するための地域福祉活動の展開』、および『困りごとを放置せず深刻化させ

ない支援の展開と体制づくり』を基本方針として、分野別支援（属性別支援）からエリア支援への変革を進

め、各部署共通の取り組みとして『相談支援・参加支援・地域づくり』を推進します。 

 

２ 重点項目 

①地域福祉への関心と理解を広げる取り組みを通じた担い手づくり 

今日的課題から発生する“地域の気になる人”への気づきと課題への共感を推進し、課題解決への関心と

理解を深める取り組みを実施します。これまでのサポーターやボランティアの養成に加え、地区社協会長会

との連携・協働を進めながら、身近な地域において困りごとと社会資源を繋ぐ役割を果たす、地域活動リー

ダーの育成にも取り組みます。 

また、ホームページや社協だより、SNS等の広報媒体を活用し地域福祉活動の必要性や魅力を積極的に発

信し、無関心から関心へ、参加から参画へと、担い手を広げる取り組みを進めます。 

 

②地域福祉の活動支援 

課題やテーマに応じたサポーターや活動者のグループ化やグループ同士の連携を支援することで、地域生

活を支える担い手と多様な資源とのつながりづくりを進めます。地区別福祉活動計画は、多様な主体と共に

各地区におけるまちづくりを考えていくものであり、多くの方の参画を促す地域共生社会の実現に向けての

重要な取り組みと位置づけ、策定や必要性の浸透に向けた積極的な働きかけを行っていきます。また、これ

まで同様に地域福祉活動の財源づくりに努めます。 

 

③困りごとを受け止める体制づくり 

より身近な地域で困りごとを受け止め有効な解決を図るため、専門職や支援機関によるアウトリーチやエ

リア支援の体制づくり、エリア支援機能を向上させるための活動拠点の拡充を進めます。また、権利擁護支

援の担い手等、地域における活動者の養成に取り組みます。 

一方、災害時における支援体制の構築を図るため、これまで同様に関係団体とのネットワークづくりを進

めるとともに、他市社協との災害時支援協定拡充を実現します。 

 

 

④課題を深刻化させない仕組みづくり 

“地域の気になる人”の困りごとを早期発見・早期対応していくため、ブロックや地域にある社会資源が
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それぞれの役割を発揮し、必要により資源同士が繋がることで、相乗的に機能するよう、支援体制のネット

ワーク化を推進します。 

特に、新型コロナウイルス感染症の影響による困りごとの増加を想定し、長期化・深刻化させないため、

解決に向けた行政や専門職機関、他の支援機関との連携による支援、住民の主体性に基づき課題が認識され

偏見や排除を生まない地域づくりを推進します。 

 

⑤地域生活を実現するための資源やサービス・活動の展開 

地域共生社会の実現を見据えた中で、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを進め

るため、『つながり・見守り・支え合い活動』を推進します。加えて、地域住民や専門職が新たな資源開発

を検討する協議の場づくりや小地域福祉活動を継続的に発展させるための仕組みづくりを行います。 

また、様々な生きづらさを抱える人の地域における孤立を防ぐため、地域住民や福祉の枠を超えた多様な

主体と協働・連携して社会参加のきっかけをつくる、『いいばしょプロジェクト』について、指定管理施設

の活用も視野に入れた具体的な展開を図ります。 

 

⑥実施計画推進のための基盤づくり 

地域共生社会の実現に向けた取り組みが本格化し、国の施策や時代のニーズに即した事業展開を積極的に

行うための組織基盤強化を図り、人事考課制度の完全実施とそれに伴う処遇体系の見直し、予算等の財政的

背景を踏まえた人員配置と、横断的な組織体制の整備を行います。 

今後、新給料表の提案、賞与及び昇給への評価の反映を行い、人件費総枠を意識した執行を心がけ、経営

健全化をめざします。 

更に、新型コロナウイルス感染症の影響で市の税収は大幅な減少が見込まれ、本会への影響が懸念される

状況において、社協の強みを活かした指定管理の提案や既存事業の見直しを行うことで財政基盤の強化に努

め、着実な実施計画の遂行に繋げます。 

また、第３次地域福祉活動計画の策定に向けた体制整備をし、今年度までの進捗管理等における評価や住

民・社会ニーズ等を基に次期計画を定めます。 

 

 ⑦重層的支援体制整備に向けた取り組み 

   複合化・複雑化した生活課題に対し、包括的に相談を受け止め関係機関がネットワーク形成を図りなが

ら連携し、必要に応じてアウトリーチを通じた継続的支援や参加支援に繋いでいく、重層的支援体制の整備

に向け、本会においても属性別の支援体制、組織体制を見直し、エリア支援体制の構築を図ります。 

   その第一歩として、組織体制をエリア担当と広域（市域）担当に分け、エリア担当は、市内を大きく２

つに分け相談支援と地域支援の融合を図るとともに、広域（市域）担当は、エリアで受け止めた課題を集約

し、行政への働きかけや新たな活動を開発していきます。広域（市域）での横のつながりとエリアでの深化

した取り組みの両立を図るため、現状の４課体制から５課体制へ変更し、一体的な運用をめざします。 
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奈良市社会福祉協議会 各部署のご案内 

 

 
名 称 所 在 地 電話番号 FAX番号 

総務課 
総務係 

企画・経営係 
杏町７９番地の４ 93-3100 61-0330 

地域福祉政策

課 

市域連携第一係 杏町７９番地の４ 93-3100 61-0330 

生活支援コーディネーター（市域） 二条大路南一丁目１番１号 

奈良市役所内 

34-4598 34-5014 

奈良市基幹型地域包括支援センター 34-5196 34-5014 

在宅支援係（奈良事業所） 杏町７９番地の４ 93-3261 61-0340 

介護認定調査係 杏町７９番地の４ 93-3281 61-0340 

地域福祉第一

課 

 地域生活支援第一係 

地域生活支援第二係 
二条大路南一丁目１番１号 

奈良市役所内 

30-2525 30-2323 

 生活支援コーディネーター（東エリア） 93-3294 30-2323 

 奈良市権利擁護センター 34-4900 34-4514 

奈良市若者サポートセンター（リスなら） 34-4777  

ボランティアセンター 法蓮町１７０２番地の１ 26-2270 26-2003 

地域福祉第二

課 

地域生活支援第一係 

地域生活支援第二係 

生活支援コーディネーター（西エリア） 
三碓町２２０４番地 

93-3741 93-3740 

鳥見デイサービスセンター“ふらっと” 93-3731 93-3740 

施設運営課 

総合福祉センター 

 体育館 
左京五丁目３番地の１ 

71-0770 

71-0775 
71-0773 

生活介護みどりの家 左京五丁目３番地の１ 71-0771 71-1134 

生活介護やすらぎ広場 左京五丁目３番地の１ 71-0770 71-0773 

東福祉センター 法蓮町１７０２番地の１ 24-3151 27-9028 

西福祉センター 百楽園一丁目９番１３号 41-3151 41-3150 

北福祉センター 右京一丁目１番地の４ 71-3501 71-3548 

南福祉センター 南永井町４５番地の１ 62-3730 62-3780 

月ヶ瀬福祉センター 月ヶ瀬尾山１１２４番地 
0743 

92-0204 

0743 

92-0967 

都祁福祉センター 藺生町１９２２番地８ 
0743 

82-2624 

0743 

82-2625 



 

 

 

 
奈 良 市 の 福 祉 

 
令和３年度 

（２０２１年度） 
 

  奈良市二条大路南一丁目１番 1号 
  奈良市福祉部・子ども未来部 

【編集】  奈良市福祉部福祉政策課 


